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我國に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關

默 日本エスペラント學
東京市本鄕區元町一の一三

—【電送小石川C80 5415番—— 振替口座東京11325番】

エスペラント協會(UEA)に對し我國を世界エス運動の中心機關萬 en

代表する本會に入會され我國のエス運動を援助せられよ

目 的 エスペラントの普及、硏究、實用

(«)エスペラントに關する各種・硏究調査及其發表
重 ・(b)雜誌及圖書の刊仃及外阈エス語書籍の取次
黒 菜(e)•講演會講習會の開催及後援

(d)其他本會の目的を達成するに必要な事業 
*((a)普通維持員年額2圓4U錢(b)正維持員年額3圓

會 費/(e)賛助維持員年額・5圓 (d)特別維持員年額10冏以上
((e)終身維持員一時金100圓以上

維持員へは I & Revuo Oientaを無代SE布する他當角發行新刊圖書の割引等をなす
ことちり

の本

入會手續

普迪變持員さ除く他の維持員はすべて萬國エスベラント協會(UEA)の 
普通會員(simpla membro)丄なる
住所職業姓名(振カナ付)を明記し會費一年分を支拂へばよい
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JARO XVII, N-RO IO OKTOBRO, 1936

LA REVUO ORIENTA
萬國エスペラント大會招致と

オリンピックへの働さかり

1940年に萬國エス大會を東京で開けといふ意見が我國の同志の一部でとなへられてゐる。い 

やしくも□本のエスペランチストで萬國エス大會を日本に開くといふことに反對する人は恐ら 

く一人もゐまい。併し經費その他の問題を考慮する時は我々を逡巡せしめるものが相當にあり 

はしないか。（萬國大會開催について考へるべき事については本誌8月號31頁の宮崎氏への解 
答を參照されたい。），‘ “ [.•、/ご・;，岂冬5冬抒.貪餐歩邛爐

萬國大會の經費中彼も多額を要するものは何といってもUEAへ支拂ふべきlicencpagoで 

ある。口下UEAも火の車だしlicencpagoは結局は役員の大国出席の旅費にあてるらしい事 

を考へると日本への旅費は多額故相當の高颗を要求さ如はしないかと考へる。

廿下學會事務部では札幌大會のekskurso參加者有志の申合せにより目下UEAに幾何の 

licencpagoを要求するか問合せを出すことになった。又《莒國馬覽會事務所に對しても經濟的援 

助をえられるか否か目下交涉中である。いづれこれらについては後日發表できると思ふ。そし 

て經費の總額の目安が大證きまれば萬國大會招致の可否についての慈見の交換ができよう。今 

の所一番の問題はlicencpagoである。これがなければ日本大會・の四五借程の經費で去萬國大 

會が開かれる。しかしlicencpagoとして一萬圓もニ萬鬪も婆求されるとすれば總額は三四薦 

间になるから日本大會が白倍の經費Ĉ1932年束京での门本大會は三百數ト圓の經費）がいるこ 

とになる。だからlicencpagoの額が未定の間は萬國大會招致の可否を論ずることはできぬ。 

經費の多寡が賛否のわかれる所である。經費が少くてすむのなら誰一・人反對する人はないので 

ある。

三茁圓も五萬圓も經費がいるといふのであってしかもそれらの經費の大部分が全日本エスペ 

ランチストの貧弱な懐中から出さねばなりぬとすれば我々は萬國大會よりももっと宣像上有效 

な仕事はありはしないかといふことを一應老慮せねばならぬと思ふ。

とにかく萬國大會招致問題についてはT用Aと萬國博の返事が判明してからお互に硏究して 

みても決しておそくはないと思ふ。 ・' ' ■- *' '

萬國エス大會の招致はともかくとして194°年にくるオリンビック大會やペンクラブの大會 

その他日本にひかれる數十の各陸國際大會に對して我々は人いに働きかける必罠があると思 

ふ。そのためさしあたり學會内エス運動後凌會では早速オリンピック大會とペンクラブへの働 

きかけのため去る19日の幹事會で豫算もとり之に着手することになった。

オリンビックへのはたらきかけは噬協その他の幹部を歷訪して競技用語をエス語とすること 

を申出ること。一方あらゆるオリンビックでの競技についての術語のエス語譯を選定するこ 

と。オリンピックの一流選手や禮城辜ト部との座談會をひらくこと。オリンビック選手に對する 

エス語講習を開くこと。等々その他種々の目論見をたててゐる。どの程度に成功するかは豫測 

できないがやはり我々の努力次第で多少の效果はあげられると思ふ。

萬國博覽會に對しても〇戋國エス大會の支持のあるなしは別として）大いたはたらきかけ各 

國への招待狀案内狀その他にエス語を活用さるる樣働きかけるといふことも考へてゐる。この 

方は同事務局でも相當のりきであるから或程度の實現は困難ではない。

來年のエス發表50周年紀念をかねた日本大會もできるだけ盛大にして外部への宣傳に上カ 

をそそがねばならない。

我々の目前にはあまりに澤山の仕事が山積してゐる。我々の働く時は今だ。CJ. 〇.）



文献擴充第一主義

エス運動•カ點のおきどころ・4

露 木 淸 彥

はしがき:エス語が發表されて未だ50年にし加ならぬ今日、及びそれが人爲に發達して來 

たこと、然しその社會性の薄き現狀、斯語が國語ではなくて國際間の用語であること.これら 

を前提として杲近の傾向及び誌問題に對する私見を披瀝してみたい。妄言は豫め多謝する。

文化の發達:人類の發生當時は勿論文字はなかった。然し各民族がそれぞれの文字を使用す 

る樣になった時，おだひの文イ匕接觸によって言語並びに文字の混淆も來した。此の場合文化は 

常にお互ひの刺戟によって發達した。外界より刺戟のない時そこには何らの文化向上はみとめ 

られない。例へば我國に於ける漢字の渡來及佛敎丈化の傳來は一躍原始草昧の時代より「日出 

づる國」の誇らかな時代を現出した。又私逹に殘された古事記や日本書紀によって耳昧時代の 

民族思想や言語、習慣その他の事情を知る事が出來る。之は文字の有難さである。

文字と文化:所謂口碑溥承時代に於て語られたものがたとひ文學的或は歷史的價値があらう 

とも、もしそれカ:口寫しに傳習されたものなら、時には誤謬を生じたり亦省略が施されたりす 

る。亦その民族の消長と前後してその運命を共にすることは識者の齊しく認めるところである 

例へばアイ衷民族の文化の樣に滅びねばならぬ運命に直面する私達が耀起となって之等を文字 

に寫し殘さうとするのも之が爲である。之はエス語についても云へる。

文字は千古不朽:又私達はたとひそれが難關であらうと电、千古の昔に殘された古代エヂプ 

ト、バビロン,キッタン等の諸文化をそれらのパビルスや土版等の文字によって朧氣にも窥ひ 

知ることが出來る。語られる語そのままではそこに何等の進步も認められず、向上も望めない 

烏の瞩りは鳥の言翳である。また人間にしても文字のない民放例へばアイヌ民族や南洋の土人 

が如何なる文學を持って居ようとも語られた以上に發達してゐない。むしろ時の推移と共に忘 

れられ亡びて行く感がある。エス語が單に語られることを無上のtのであるとすれぽ鳥の瞬篦 

と異るところなく南洋の土語と五十步百步でありエスペランチスト間の合言葦或は通信用語に 

しか價しない。如何に達者な話し手でもその死後は何も殘らない。一度文字として殘したもの 

は千古不朽であるまして、エス語は人爲的に國際語として造られた言語であって自然的に話さ 

れたままに發逹して來たものではなく、ザメンホフが斯晤を發表して以來文献を造るべく幾多 

の飜譯に終始してゐたのも之が爲である〇

エス齬の社會性:人爲的に發達した言語を受け繼いだ私達はあくまで人爲的により以上に發 

逹せしめねばならない。エス語の社會性の未だ薄き今日此の强化を計るにはどうしたらよいか 

と云ふ事が重大問題である。勿論便用者を多くする事はその理由の一つである。然しエス語を 

何の爲にやる、やってどうなる云々は私達のよく浴せられる質問である。民族自覺の理想I世界 

平等、平和等々力:一般の常套的返事である。然し大衆はそれによってすぐ學び初めたらうか大 

衆に呼びかける前にもっと私童のせねばならぬ事がありはせぬか。私逹自身もっと水準を高め 

ることだ。如何なる質問にも答へ写る自信を持つことである。斯語によって勉强が出來ると云 

ふ誇を持つ事である。之力:エス語をしてその社會的の確蜜さを裏書きするものである。一言 
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にして云へば文献をふやすことであり他の言葉を以てすればエスペランチスト自身がもっと水 

準を上げて各々專門的立場から自己の分野を開拓してその收穫をエス語に移して行くことであ 

る。之は幾度か先人によって云ひ盡されてゐる。然し實錢的仕事をする者が少く又實用機關も 

ないではないか。 '/

自覺:大樹は決してその種子の持つ力よりは偉大で］まない他力本願的な考を持ってゐる者に 

は----自分の力を信ぜずに自己催眠にかかった樣に他の偉大なる力を待つ彼のヨーロッパ中世 

紀にけ於る被征服民族がいつか一人の英雄が現はれて自分達を救ってくれるだらうと云ふ淡い 

望を抱き千秋の思ひでその日を待ってゐるにも似た——誰かがやるだらう自分はただその日が 

來るまで餘命をつないで居ればよいと云った氣持で向上もな,く發展もなく又さしたる退步も見 

せずただ3年5年と同じ所に足踏みしてゐる人逹去勘くはない。エスペラントの仕事はエス 

ペランチストがせねばならない。然し盲目的にエスペランチスモを信奉し無喑と普及宜傳に猪 

炎猛;隹する人は足元を注意せねばならない。

會話鑫の特殊性:鐵道クラブ時代c數年前學會主催の）は純然たる會話の練習場であった。 

それが喫茶店の一隅に巢食ふ樣になってからは,むしろエス語を味はふ社交場となった。從っ 

て話せぬ者はその社會には受け入れられなくなり時には之が怨嗟の的ともなった。又外部から 

は猜铤的眼を向けられる。そして會話會の責任者となる者の淋しさ!自分はすでにその設立の 

當初から居るのに連中は1人ふへ2人へり、或は2人增し1人去り、幾星霜移るも所謂責 

任者のみは行く水の流れを見送る岸の柳の樣にじっと移り •4!注砂取店陀ヨ临強ぢヨ

敢なさ。時期につれその消長はあるが3年，5年,7年，そこに何ら發達も向上も認められな 

い。しゃべる,飮む，食ふ,愉快ではあらう,時にはあひびきもあらう。然しただそ九だけで 

ある。鳥の群りと何ら異るところがない。けれども之がエス語を享有する事を許されたる者の 

唯一の慰安場ではある。

エス語は國語ではない：會話會の延長が家庭である。1週1囘の會合に飽き足りぬ人は家. 

庭でもエス語を振り廻す。エス語が］比界の言語を統一する言葉であると考へてゐる人があるか 

と思ふと何でも彼でも之を日常使はねば氣が收まらぬ人もある。ただ親だけの趣味で自分のf 
供にエス語の名前（それが日本語と調和がとれればよいか;）を附けたりするのは考へねばなる 

まい。甚だしいのになゐと家庭に於て小供にエス語ばかりしゃべらせて得々としてゐる人もあ 

るが之等はエス運動過渡期に於ける極端なるナンセンスの例である。エス語は瓏竟國際間の用 

語であって決して國語にとって代るべき性質のものではなく又第二國語でもなく之を以って子 

供を敎育する必要もない。出來得べくんば中等學校でエス曙を採用されるのが最も望ましい事 

であるがそれにはエス語によって知識を得られる本がもっとC現在では皆無と云ってよい）11} 
來なければだめである。尤も機を見て出版屋が手を染めるではあらうが。否、その本を書ける 

人が簇出する位でなければだめである。エス語を中等學校にと叫ぶ前に私達は著作家よ出でよ 

と叫ばねばならない。然しもう一步遊んで考へると此の作家を優遇すべき機關が設けられねば 

なるまい。種蒔きばかりがエスペランチストの仕事ではなく之を成育させ收穫する人もなくて 

はならない筈である。

精力の集中:色々の意味でエスペランチストは多忙である。エス語に對するその純情さはう 

れしいと思ふが讚みもしない本もハクライであると買ってもみたくなるし名につられい賀典か 

なんぞの樣に買はねばならぬ樣にも思ふ。そうかと云ってそれだけその人が向上するとも思へ 

ない。誰しもエス文法家或はエス語學者にならうと思ってはゐないのであるし。單なるエス運



4 ¢436-)

動闘士にならうとも思ってはゐないのであらうから,語學書にそれほど凝る必耍もなし運動書 

に目を曝す必耍もない。エス語の硏究は重箱の隅を楊了でほじくる樣な些細な點にのみつまら 

ぬいたず以をくり返して居ってはいつまでたっても進步は犁めない。語學の不得于な日本人が 

餘りにも語學的不得手を敢てしているのはこんないたづらをしてゐるからである。おi力の浪竇 

は决してその人の向上を促すものではなく、やがてはその人を倦怠へ導くものである。精力は

集中して使へば2倍にも3倍にも使へるものではなからう力、。

專門機關を强 に:一人のエスペランチス トが普及運動をしたり講習指導をしたり又自分キ

向上せねばならぬとしたら精力の消滅は餘りにも甚だしい。人類は社交的動物で外界に適應せ 

んが爲には團結を固うするの要があり、能率をあぐるが爲には分業の制が必要である。私は各 

種寄合世帶的中央集權より各種耶門分科機關の强化獨立を希ふものである。旣成機關について 

云へばエス佛敎聯盟ゝエス文學研究會、鐵道エス聯盟、科翳エス協會等、皆それぞれ獨自の步 

みを續けて行くがよい。又專門機關はよく後學の道を拓きその向上を促すべく盡力すべきで海 

りILつ埋れたる地方人の發展の爲に暖い手を伸ばし培養を怠ってはならない。そしてエス語の 

社會性の薄き今日此の强化の爲に各分野を開發し文献を豐富にして之をP上に問ふのを私はエス 

ペランチストの使命の第一義とするものである。卽ち文化的述作を以てエス誌显化を計らんと 

するものであるC

エスベラントの價値は學ぷにあらず廣めるにあらず、その活用にあるのであって而も之を國 

際的に利用してこそはじめてその眞價が現はれゝ民族文化を助長せしめ己れの短を捨て、他の 

長を採ることにより、人類の力を以て到逹され得べき極致として•玆にはじめて所謂世界沟文 

明の完成を見るべきではあるまいか。 .

結語 以上樓述した所を要約すれば我々エスペランチストの仕审として最も緊急加くべから 

ざるものはエス語文献の擴充のための努力であるといひたい。鳥の嗚ら樣な會話會は會話の練 

習には役立とうがその場限りで消え5せるものだ。宣傳々々と空元氣をだしてどなってあるい 

て唁實際に證む本がなくてはー股大衆特に知識常級の者がとびついては來ない。何を措いても 

文献を多くすることだ。嵐く云へばどんな文献でもいいができるなら文化的述作でありたい。 

社固各方面の分野における文化的文献の攪充こそ焦眉の急務だ。

20年30年の昔と比較して今口のエス界には相當文献もふえた。しかしそれは大部分文藝方 

面だけにすぎない。その他に自然科學方面の文献が多少ある。しかし文化科學方面の文献が殆 

んど皆無と云っても過言でない。哲學、論理學.倫理學.民族學、史學、經濟學、法律學等々 

の文献がほしい。・

云ふは易く行ふは難し、私は經驗は淺いが、身を挺して一つの試鍊臺に上り將來の人逹が工 

スペラント文献の一大殿堂を築くであらうその土;辜石となり人柱ともなることを敢えて辭せず 

今後の方針を次の樣に樹立してゐる。エス盘の社會性を强化する爲にエス支献を鹽富にする事 

c此の爲には第一に自己の向上を計£ねばならない）。その一端として東洋文史硏究所を中心と 

して日本及東洋文化の世界的振典を計りc仕事は卽ち國橐的意義を持って來るゝ、一方埋れたる 

地方人の開發を計ることC勞して功なきの結果に了ることを恐れて學習さへ逡巡してゐるもの 

が多い）。一般エスペランチストの水準を最髙烽まで引揚げるべく機關誌"Orienta Kulturo n 
を開放してその實用の託兒所とすることC投術的不自山の爲に述作もはかどらぬ人達の爲に出 

來るだけの補導もしたい）。

これら小さな努力がエスペラント 献漲充の爲に多少なりとも真献するところ力:あれば私の
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喜びとするところである。而して此の搖籃の中から藝術家的熱情と學究的良心と政治家的觀氣 

と實矣家的策略と工業家的細心な頭腦をもった偉大なる蓄作家の現はれることを望んでやま 

ない。

實にならぬエスベラント漫談

(3) 高橋邦太郞

エスペラントと圍碁——隘逸ドレスデン市のRŭger氏から5-6年前圍碁に趣味を有する 

samideanojに紹介し吳れと依换して來たからヽ笊碁ながら自分も好きである、曾って踞人の 

需に應じ手ほどきした原稿があるから、御望みなら送って上げやうと言ふてやったら、其返事 

に・自分も下手ながら多年圍碁を硏究し.別册の如き著述をあるとてDas Go-spielと云ふ單行 

本やGo-zeitungと云ふ雜誌などを送り越し、又其後家兄と打ったと云ふ碁譜を送り越し批評し 

吳れとの事一見して私には齒が立たず、三級格の知人に持行き見て貰ったら「大槪私と同じ位だ 

力•、、此一手を見ると少し私より弱いかも知れぬ」とあった。右R氏とは今でも通信を耀績してゐ 

るが.これが緣となり、碁石圍碁牌誌漢和辭林等色々の註文が次から次とあり、當市の關係商 

店ではエス語の御蔭で『［接匿逸に其商品を輸出するに至った事を非常に喜び誇りとしてゐる。

老人と幼兒——餘り古い事で其名前さへ記憶せぬが、たしかグラスゴーのsamideanoであ 

ったと覺ゆ、通信を開始した際、常時の經驗に依れば通信仲間に靑年男女が多いのでヽ今度も 

同樣と心得口分は59何歳の老人であるが、それでもよかったら通信しゃう」と申してやった 

ら、其返事に「5〇何歲で老人とは僭越である、自分は60何姦だが.未だ前途多望の靑年と 

心得て居る云々」とあった。同靑年今尙存命であったら十八歳以上であろう。次に先年佛國力 

ンヌのDel. Cresp氏よりの依賴に應じヘチマの種子を送ったらヽそれを播種して成功したと 

懇ろな禮狀が來たが、其中に自分の姪甥に同志あり、外國人と通信させたいかり畫はがきなり 

送って吳れとあったから、早速簡単な通信文を認め兩人に畫はがきを送ったら・やがて可愛ら 

しい金釘流の返事が來た。其爲直を見ると驚く勿れ甥の 蹈。は乳•〇・車の中で牛孚【瓶を抱へ乳 

首から吸って居り、姪のDenjoは2-3歲の年長で其傍らにエンコしてゐる。尤もこれは幾年 

か前の寫眞であろうが、此二人と前陳グラスゴaの老人とは私の30年來の外國逍信者中年湍 

の兩極端であったと思ふ。 • ''

・Boulogne s/merと靜岡 當市にDelahayeと云ふカトリックの栽父さんがゐる〇同敎 

轲專屬の富士女學校の姉妹校とも云ふべき實科女舉校を經營し、老生に英語敎授を受持って吳 

れぬかとの所旱、老生これに答へて「御校の外國晤は隨:慰科ではないか■何故英語の代りに佛 

語を敎へぬか」と申したら「橫濱とカゝ神戶あたりなら兎も角ゝ靜岡では外國語と云へば先づ英 

語と心得居る日本の大勢に從ふより外はない」「然らばいっそエス語を敎へては如何」「エス語 

に就ては自分も知らぬ譯でもないが、先年歸國せし際もフランスで餘り歡迎されてゐなかった」 

「それは贵下の認識不足だ、一體貴下の御鄕里は?」「ブーロニュ、スウル、メール」「ぼアそ 

うですか.それでは貴下はエス語とは切って氐切れぬ緣があります」と第一囘のコングレソの 

話などをし「それでは英語敎授の間に任慰にエス語の宜傳差支なしと云ふ條件の下になら御依 

賴に應じませう」「それでよろしいから御願します」とあって遂に契勺成立、それから老體を
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提げて一週2-3時間英語の敎壇に立ち、時にはエスペー口のレコードをかけ、時にはボーナン、 

ターゴンの說明などをしたが、一學期終了後「段々御苦勞でした、丁度若い後任者が出來まし 

たから御休息下さい」と體よく舔はわれた。然し此間に一人の女敎員及び其夫をesperantigi 
し得たのは望外の收徴であった。其後親父さんに逢った時「東京のカトリックでもエス豁講習 

が始まりました」との轧 これは中すまでもなく上智大學佛語敎師田沼利史氏の默身的奮鬪に 

就いて聞き込んだものであろう〇其後ブ-ロニュ市に施設されたZamenhofa placoの記事を 

和譯して同氏に示した。因みに同親父さんは我國在住30餘年、日本語は新聞でも讀める位上 

達してゐる、エス話に轉向も今ート息の處である。

代鑒士と總領事の問答——大正4年秋中目氏と相执へてハルビンの同志を訪問せる時の事、 

時の東淸鐵道總裁ホルワート將軍が我代議上の一行1〇有餘人の爲め盛大なる歡迎の宴を張っ 

たが、如何なる行違ひか、我等兩人も其末席に列するの榮を得た。末席とは申したがゝ其實主 

賓仙石博士を最上席に、それに隣りホ將軍・其次席は中冃氏であった。これは察する所・同地 

エス語協會長にして鐵道主任技師たるカジギレ一氏が、中目氏は將軍と同じく佛語を解するの 

で、話相手としゃうと収計らったものであらう。當時の總領事は現佛國大使佐藤尙武氏であっ 

た。私は同鄕の好みもあり旁々其翌日中目氏と共に領事館を訪問したら・佐藤氏の話に•昨日 

閉国歸館後代議士團代表の訪問を受け、同氏との間に左の問答があったとのず

代「あの兩人は一體何者であるか、エスペラントとか何とか云ふものはあの饗宴と何の關係 

あるか.我等の上席に座を占めさせるなどは不都合千萬だ」

佐「小官は帝國政府の總領事として官地に在勤してゐる者であるが、露國側で招待する客の 

人選に就き、又其座席に關し容喙する權能は與へられて居らぬ、右兩人は何の爲めに來合 

したのかゝ又如何なる動機に依って招待されたの力、、一切小官の興り知らぬ所、御不滿も 

ー應御尤もの樣であるが■どうか其事に就ては直接ホルワート將軍に御談じを願ひたい」 

我々はこんな窗とも知らず他動的ながら我選良に對し禮を失した事は全くエスペラントの祟り 

で、今尙恐縮に考へ居る。

支那人に宣傳一大正6年杭州から錢塘江を溯航する事十有餘日、歸途沿岸の諸處に上陸觀 

光したが、其內前安街と云ふ町に府立第二師範學校を訪問した。校長胡氏は案內者關氏と同鄕 

人と云ふので私は意外の優持を受けた。接待員として英語の敎師二名を附し、是非にとの厚意 

默し難く同校に一泊し、翌日畫食まで饗せられた。エス語を利用し得なかったのは殘念であっ 

たがヽ上海エス語の狀況などを詳說して大いに宣傅に努めた。二名の英踽敎師は無報の事ゝ校 

長自身も早速上海より敎科書を取寄せる樣な氣配を示したが、果して私の宜傅が成功したか•ど 

うか分らぬ〇 ・

滿洲國旅行案内茱に對す る

請求書狀を整理Cて

覓 太 郞

ノ滿鐵最初の工灭文案內茱“
Gvidfolio por Vojaĝantoj en Manĉoŭkŭo9f が出來上ったのは

昨年1!月中旬のことであった。爾後約半歳にして千部を配布し盡し現在第2の案内記たる
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“Viz让u MaMoBkfion”を印刷中である。序乍ら此の分は滿鐵竝に滿洲國線沿線主要都市略就 

を附したもので、就回わ折疊み菜と異り、30頁を超すパンフレットとなる筈である。

扱て第1回案內菜の配布情況であるが先づ國內には特別の場合以外配布せざる方針の下に昨 

年!1月出來と同時に世界各國のエスペラント中心機關及エスペラント新聞雜誌緬勺70に宛 

て2部宛送附の上批評紹介を依耕したのである。此の結呆忽ち本年1月頃より請求書面殺到 

し初め其の後6箇月を經過したる今日も尙其の跡を斷たぬ豫想外の盛況であるがヽ大體妹去越 

したものゝ樣に思はれるから6月末日を以て一先づ打切りゝ之を整理して興味あるべしと考へ 

られる統計數字を若干玆に發表する次第である。く國內よりの請求約20通は之を除外する。）

1.月別にして請求書狀及び禮狀若くは批評の書面の通數を示せば、

昭觀年
11月 12月

請 求 4 5 3

驚ま年2月
3月 5月 6月4月 計

56 102 83 78 37 31 399

禮.批評 349 82 71 1 6

卽ち合計399通の請求と其の11.7%に相當する34通の禮若くは批捽の書面を受けた譯である。

II.今度は之を國別にして示さう。之に依って略々各國に於けるエス運動の活潑さが知られ
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るかと考へる。尤も此の數字のみで之を速斷するの危險であることは言ふ迄もない。如何とな 

ねガエス語が如何に盛でも旅行趣味の普及しない國からは當然此の和案內記の請求等澤山來よ 

5筈はない等々の事が考へられる。 ・ ゝ

尙此の數字に依って請求に對する禮竝に批押の割合を見ることも頗る興味深きものありと考 

へる。卽ち兩數字の小なる諸國を除けば、ドイツの22%を筆頭にスエデンの20%、次いでデ 

ンマルクの16%の順で、飛んだ所でお里が知られる譯である。

III.之等の請求書面の殆ど全部がエス盘で舌かれてあった事は勿論であるが、尙次の如き 

合計6通の例外力:あるから面白いではないか。

、、ヽ、這語別 
發信國、ヽヽ 英語 佛語 葡語 英エス併用

ブルガリヤ 1

イ タ リ ヤ 1

オラ ン ダ 1

ポルトガル 1 1

ス ヰ ス 1

計 3 1 1 1

IV.今度は之等400通を超ゆる通信が如何なる樣式に依って爲されたかを調べよう〇培弧 

內の數字は禮古くは批評である。

封 書 官製城お 私製端書 繪端書 計

タイプライター 
印 書

18⑴ 30 ¢2) 19⑶ 6 CD 73⑺

手 こ 55 C5J 100⑷ 95 Cli) 76 (7) 326 C27J

計 73 C6) 130 C6) 114 ¢14) 82⑻ 299 C34)

之に佐って知らるゝ如く何と言っても它製端書に手書Lたものが一番手輕に濟む丈けに最も多 

數を占めてゐる。丁寧な封書が最下位にあることは矢張り能率主義の世なればこそと言ふべき 

か。尙此の形式に依って各國別の調査も出來てゐるが殘念乍ら割愛する。之を見ると・比較的 

封書を使ふ國、繪端舌を愛用する國等々が判って興味があるのだが。

尙タイプライター印書と手書とに分けて數字を出した動機は、豫て外國ではタイプライター 

の便用盛なりと心得てゐたにも不拘案外手書請求狀の多數なるに不審を抱いた結果であるが、 

萬一手書の巫倒的多數を占める原囚が、エスベランチストにはタイフ•ライダーを買ひ得ないプ 

ロレタリヤの多い爲と言ふのだったら聊か考へさせられる。兎も角此の現象はどうも遺憾乍ら 

丁寧を期し親更の童を表せんが爲めに故ら手再した結杲と許りは解しかねる。
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の關係から判讀し得ざるは言ふ迄鲁なき處ゝ而も之を誤記すれば忽ち配達不能と突き返される。 

成程書く方として見れば手慣れたアドレソではあらうが.アルファベートこそ變らねドイツ流、 

スペイン洗、オランダ流等々の達者な走り書き。それにつけても國內の同志訖君上、7ヾケ敷い 

日本名を妙なc失禮う字で書き連ねてあちらの發:会係を泣かせぬこ上である。

V.四百も手紙を受取るとなかなか面白いこともある。案內記請求の序に通信の中込、切手 

交換の申込をして來た人も杆;當あった。困ったのはあちらにも慌て者のゐることで、オ-スト 

リヤから發信者のアドレーソの無いのが1通來た。今頃は未だ送って審越さんと滿鐵の惡口を 

言ってる事だら5力':何とも致し方がない。それから內國郵便料金で投函されたお蔭で・不足稅 

を取られたのも英・米に各1通あった。此の反對に前述約20通の內地エスペランチストから 

の請求書狀中2通は外國郵便のつもりで10錢切手が站ってあった。更に其の內の1通等念 

入りに國際返信券が封入してあった。之は郵便法に對する認識不足と書ふべきか、大連に對す. 

る認識不足と言ふべきか。〔完:)

南洋綠の旅

林 好美

エスペランチストである前に私は藥劑師でおるつもりなのだが、私の旅はいつも綠の旅にな 

，ってしまふ。

これまで相當旅はして4> 3年前九州の鹿兒島まで行った外、其後南へ行った事がかつて無い。 

動物は南を慕ふのが本能かも知れぬが、私の場合は病的な程激烈让久しく南に憧れてゐるのだ。 

8年前・シペリヤ經由でイギリスへ行った際に・船と財布の粗合で印度洋が渡れずゝ乂シペリ 

ヤを引きかえさねばならぬ時の落籍さと云ったらなかった。その悄氣かたは我ながら氣の毒に 

なった。こんど願ひが叶って奩灣、フィリッビンを旅する事の出來たのはゝ私にとって實に大 

願30年の成就である。

世の經濟機構を度外視した樣な敝であるが爲に、港々の水上警察の目はよく私の上にそそが 

れた。5月29日神戶出帆の瑞穗丸船上へ大阪の進懑氏がだしぬけに來られて見送っていただ 

いた。その節私達は船のサロンで半時間と云ふもの、たてつづけにエス語でしゃべってゐるの 

を.ひそかに立ち聞きしてゐた私服が、あとで進藤さんのお身許をきいてゐた。

ところは門司港外■瑞德丸のスモーキング・ルームである。三四名の私服、.制服の警察官が 

怪しい船客を呼びつけてしきりに調べてゐる、其中の親分らしいのは脊廣を芾て稿悍な顏をし 

た男で、髮を無頓着になであげ、不精髯をはやしたところ、映畫のダグラスそっくりである。 

ダグラスが扮した警察官の樣だ。若い內地女、臺邇本島人、商人等々、隨分亂暴に調べられて 

ゐる。ほんとを云へば私はダグラスが一寸恐くなった。

私の調べは難しいとあって最後に殘される。そしてやっと私の番になった。

『どうぞおかけ下さい。どうもお呼びたてしまして』

ダグラス・フェアバンクスは極めて丁寧、慰恿である。

『フィリッビンには幾日御滯在の豫定ですか?』

『二週間です。がんじす丸で行ってがんじす丸で歸るのですからその間に二週間ひまがある 

わ,ナなのです。』 ・ 上、",
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『一體何が目的でいらっしゃるのです』

『觀光です。幼いときから熱帶地の自然風景に憧れて居まして つまり椰子の樹が見度く

て仕樣がないのです』

ダゲラス氏は如何にも腑に落ちぬ顏をしてゐられる。

『おかしいですねヽ一、二、三等客を通じて貴方のやうな漫然とした目的で旅をしてゐるも 

のは一人もないのです。椰子の樹ならどこでも見られるではありませんか。內地だって』

『そうですな。私も先年見ましたが.九州の靑島にはビロウ椰子が澤山生えて居ますねえ。で 

もあオしはビロウだけですから』

『おかしいですねえ、椰子を見にわざわざマニラまで出かけるなんてヽどう考へてもね•・••••』 

と云ってそばにゐる二、三名のボーイ逹に向って笑はれる。

『でも世の中には經濟機構の外に立つ詩人、藝術家と云ふ樣なものもあるんですから•私等 

は其仲間でせうヽええと、私が國を出るとき私の事を書いた新聞がありますから、それをお目 

にかけませうヵ』

私は5月25日の大朝の三重版と仍勢新聞を見せた。『エス語使節、いとものんびりマニラ 

への旅』等と大きな見出しで私の事が出てゐる。

『ホホー、これは貴方ですね』ダグラス氏は朝日に出てゐる私の寫眞を眺められる。そして 

眼はニュ-ス並に興味ウ•アリウを本位にしたその本文に喰ひ入っていささかでも疑點を發見し

やうとつとめら才しる。 ・

『フィリッビンのこの貴方の知人と云ふ人の住所と名前とを書いて下さい』

マニヲのサミデア-ノであり文通友人である、シメオン•ガルシャ氏の名前は今回米國領事 

館を訪間以來、私の保證人として度々其筋から書かされるのである。

『ハハア、これは毛唐ですか?』

和製ダグラスは所謂毛唐ではなかった。

『あのう、毛唐と申しますと外人と云ふ意味なのですか?』

これはエスペランチストのよく云ふ皮肉のみでは無い。毛唐人と云ふ:feかしな、そして圖星 

を射拔いた樣な欠禮な言葉は紅毛白色人種のみに云ふ言葉では無いかと私は思ったのだ。フィ 

リッビン人は東洋人で我々の同色人種なのである。

『そうです』 ,、 ハ 乞

『生え拔きのフィリッビン人です。リサームと云ふところの裁判所の檢事をやってゐます。』 

と相手はしばらく 口を車らせてゐたが・

『何カゝ軍部の秘密があるのぢゃないですか?ありのままに云って下さい、ここでなら何も御 

迷惑をかけません』

私は驚いた。そんなもののかけらも私は持ってゐない。エスペランチスト中にある極小部分 

の赤い思想の疑ひが私にもかけられてゐるのかと今まで思ってゐた。 .

『めっそうもない。私は日本人です。そして元來エスペランチストは平和主養者です。そんな 

事のありようがありません』

ダグラス氏の顏面務肉はだんだんゆるんで來た。

『そうですか、エスペランチストの方々は元來、變った事をおっしやるのですね、よろしう 

ござんす。大變御迷惑をかけました』

これでやっと私は關門を通されたのである。
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—豪灣の基隆に上陸したときから私の授年の憧れは滿足され始めた。

臺北では、安田勇吉氏、甲斐三郞氏と云った高官連がわざわざ驛まで來て下さって恐縮する。 

それから市內の見物や、專賣局の見學等々・翌日阪東一郞氏と本島人街の見物、甲斐三郞氏方 

のクンウ•エーノ等々、臺北はエス語で旅をしてゐる樣なものであった。

臺北帝大へ着任早々の淺井惠倫氏を訪ねる。これも安田氏達に訪ねさせて貰ったと云ふ方分; 

いい.先年フィリッピンへ行ってこられたので其狀況をいろいろお聞きしたのである。

臺南はこれ又サミデアーノイの御案內や御饗應に浴して徹頭徹尾・エス語のアトモスフェー 

□で見學を した。 王雨鄕氏、重•栖度战氏に多大の感謝を表せねばならぬ。新鮮なエス齬運動地 

であるが爲、澤山の同志にお目にかかった。

高雄で前後2日を過したが、6月5日は大雨であった。土砂降りの大雨が寸時の休みもなく 

終日終夜績いた。そして雨の中に船はマニラへ向けて出帆した。同志野田憲三氏は丁度昨日か 

ら發病されて高雄病院に居られるとのことで.しのつく雨の中を人力車でお見舞した。何の前 

ぶれもなく出しぬけの訪問なのびっくりしてゐられた。旣に拙落『狹類めぐり』も辱讀でゝー 

見舊知の間柄である。——二十日の後あてにせぬ都合で又高雄を訪れた。野田さんは旣に元氣 

で、マニラの話等をしヽ半日を面白く語らふ事が出來た。壽山上へ案內して貰って高雄州の大 

觀をした事共私は生涯忘れないであらう〇

一 星 落 っ

河合直次郞君の逝去

■ z • 竹中治助

河合君遂に逝く、8月28日午後3時、大垣市西舟町72の鄕里の家で御家族・殊に御兄妹逹 

の手厚き看護を受けながら〇

2, 3年來肋膜炎とかで山中.白濱、別府溫泉等へ轉地療養を續け 

て居られた處ヽ昨年名古屋の大會に出席せられて間もない頃冑癌と 

わかり京都帝大醫院に入院手術を受けられ一時重態を傅えられたヵ: 

經過非常に良く程なく御全快.暫くの轉地靜養の後、本年春の始め 

にわ元氣な顏で勤務先中村吳服店に出勤せられたのであったが・夏 

の始め頃から再發.7月に入ってわ旣に死を豫期してか苦しい病床 

から名古屋エス會の機關誌”〇心Delfeno" 8月號に絕第“Revuo 
pri Literaturo sur Poŝtomarkoju •〇—文を寄せられ吾々直志の希 

望わ完全に叩き付けられてしまった。亨年28歲、河合君のエス生 

活わ決して長いものでわ無かったがヽ運動にわトテモ熱心で、名古 

屋エス界の爲めに殘された功績わ大きい、而かも趣味わ廣くヽ人柄 

で少しも敢の無かった人だけに、河合君を知る限りの誰もが”私こそ河合さんと最も親しい間 

柄である“と思ふのも當然の＞ことであろう。

河合君に就いての思出わ多い、私が名古屋エス•クル・ボに屍して東新町の陸ビルの會合に 

出て居た頃の昭和6年2月に始めてやって來られ其の後熱心に顏を見せる樣になられたが、 

大垣商業を卒業して中村吳服店に人店せられて間のない河合君わ縞の着物ヽ縞の羽織に角帶を
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締め、ザンギリ頭と云ふ恰好で.眞赤な顏をして如何にも謙禳そうな態度であった事を能く覺 

えてゐる。由比・佐羽、渡邊（行孝）氏等と共に私逹がnek C名山.屋エス•クルーボ）か吋別 

れてしunda Esp. Grupoが新しく生れた（昭和6年4月6日創立）時にも河合君わな力な

か熱心な會員の一人で、番茶の家や、ラヂオ相談所の二階で膝を交えてPinokjo繚を諛んだ

ものだが、河合君のviglaな活動わ其の後名古屋エス・クルーボ・月曜エス會の兩會員と其他

孤立の同志が大同 結して名古屋エス聯盟を結成しヽその聯盟が組織の缺陷から程なく振るわ

なくなった頃から始まる、此の頃の河合君れ縞の着物から端正な脊廣に變った姿の樣にエス生 

活の方も著しい進步をしてゐた。

當時の名古屋エス聯盟の不振にわ新進同志の滿足する筈なく遂に河合君わ川村淸次郞氏と罔 

り昭利7年2月11日の紀元節を卜して今のルーマ・クンシードを設立されたc.併し相宙後 

して多數同志の支持の下に創立されたN.E.S.（名古屋エス會）に遠慮して初等講習等も熱心な 

がわ控え口に指導された樣であった。クンシード創立以來隱忍自克1ヶ年・會の基礎漸く固る 

に及びこ翌昭和8年2月にわ盛大な創立1底年記念會が持たれ、同時に機關紙しa Lumo第

!卷第1號を自ら編輯發行せられた、此の頃N.E.S.會貝中に日本大會を名古屋え!!の聲が起 

ろや河合君も熱心な賛成者の一人であった、ルーマ・クンシードでエスペラント手拭を製作發 

賣したのも河合君の努力であり・京都に於ける第2!囘大會にわルーマ•クンシードの代表者 

として出席、挨拶をすると同時にエス手拭を一梱も携行して大會賣店で賣捌く等河合君の活動 

わ日毎に油が乘って來た。京都大會から歸ってわルーマ クンシー ドの馆!章を創定し會族を作

り、越えて昭和9年2月にわ名古屋ホテルに市內の同志わ勿論、遠く京都の柴山、井上、四

H市の福田、服部氏等をも招持してトテ壬盛大なクンシード创立2周年記念を催された〇 

komencantojの會と見られてゐたルーマ・クンシードの此の華々しい催しわ、一方N.E.S.の
地味な步みと弓］比べて名古屋の同志をどんなに懲かしたことカ、!此の頃几ーマ・クンシ-ドで 

わ嫩關紙の發行こそ創刊號を出したのみて以來中絕せられてゐたがintimaな會含やエクスク 

ルソを時々催して會の發展の基礎を作った、河合君わこうした派手な方面に特に秀でてゐた樣 

である。かくまで熱心に運動を續けて來た河合君わ其の年長崎の第22回大會に出席せられて 

以後とかく健康勝れず.ルーマ・クンシードの一切の仕事を後進に護り、白濱、山中、別府溫 

泉等に轉々靜養を續けられてゐた.而かも其の麗各地の同志と廣く交際してエス生活にわ一時 

も接鍋を斷たれなかったので交友わ全國的に極めて多い。

尙河合君わU.E.A., J.E.I., J.B.L.E.の各會員であり、死の直前まで大會規約制定委員の・人 

として同委員會に層々重要な進言をなし.又名古屋エス運動のためにわルーマ・クンシードの 

指導を爲すと同時に名古屋エス會々員としてニス運動の平浇進展に盡された功績の大きい事を 

忘れてわならない〇

エスペラント'以外にも寫眞謠曲切手蒐集.活花、茶道等髙尙な捱味にも相當造詣の深かった 

河合君、いつか、貯金をして歐米エス行脚をしようじゃないか.と私に提案された元氣だった 

河合君今や亡し、嗚呼、

河合君わ明治42年10月15日大垣市の老舖河合治平氏の次男として生れ、 

大垣商業卒業後、昭和5年10月19日名古屋廣小路の株式會社中村吳服压に入店.

經理部庶務課に勤務、昭和口年8月29日19時御逝去、御兄妹6人あり、 

エス語わ來名以前旣に大垣で習ひ始められたとの事である。
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オリンピック商賣往來

雜誌「現代」!0月特大號より拔萃

萬 講習會語

東京市大塚市民館 
商人和談所擔當

前波仲 子

是から又もや語學熱が復興するだらう。だ 

が、英語では陳腐ヽ獨逸語やフランス詰など 

は片寄り過ぎる。エスペラント語に限る。

エス語の講習會を今から始めること。講義 

錄でも結構。四年間習へば相當はのになる。 

先づ第一に印・刷屋さん、看板屋さん・術の圖 

案師、廣吿文案家ゝ專門學校以上の學生、是 

らは吃'ず'费えておくこと。
廣吿物の製作印刷はうんと览えるし、都市

美の見地から看板の塗換・新造がめっきり堆 

さうから。そして是らには必ず萬國語エスベ 

ラントが必耍となる。

專門學校以上の學生は、街上での臨時通譯 

にゝ隨時利用されようから、エス語と學校で 

習得してる或る外國語と二つ心得てゐれば萬 

事重寳、往來で赤恥もかかず面目をほどこす 

ことが出來る。

ガイド グルーブ

報知新聞 
商费往來

水tt!利夫

外人が日本に來て一番困るのは笞葉であら 

う.外國語のうちでな一番通りの良い英語は 

H本では中等學校の主要科目になって百る位 

で英語を讀んだり書いたりすることは出來る 

人力;相當多い樣である。併し「話す」といふ 

ことになると之は何れも苦手で一寸外人に道 

を聞かれても滿足に答への出來る人は少い。 

之は耳の練習が足りないからである。勿論之 

は敦へてくれる先生が少いのにも原因するが 

何とかして今の内に良い先生を見付けて勉强 

しておきたいものであるゝ地方の人は適當な 

レコードを買って練習するのもよい。其の次 

にはフランス語とドイツ語である。之は中等 

程度の學校では敎へる所が少いから讀書の出 

來る人は勿論話せる人も非常に少いから之が

那語、スペイン語、エスペラント等々いろい 

ろあらうc各自自分に最も得意とするものを 

選んで勉强する.そして自信が出來たならば 

每年二囘東京で行はれるガイド（通譯）の試驗 

を受けるがよい。そしてパスしたら直ぐに實

地に始めるのもよいが現在活動してゐるガイ 

ドは相當あるから今すぐ澤山の人が割込む餘 

地はなからう。それならば通譯の勉强をして

置き前に適當な職業を探して一先づそれに就 

き大會を待って活動を始めればよい。仲のよ 

い友逹が三人五人と一糸艮になって一人は英語 

他はドイツ、フランス語といふ風に勉强して 

ガイドのグループを作り、そのグループ共同

の印刷物を作って適當に宣關するのもよい・、

又觀光局・ツー リストビューロー等に紹介方

出來ると大變珍重される、英の他滿洲語、支 を依賴しておくのもよい。

スペランI、獨習には

エスペラン

エスペラン

（全一册）
（„ ）

国人

50錢〒4錢

50錢〒4錢

日本エスペラント學會發行

東京市本鄕區元町 
掾替口座東京1ご25番

座

徑
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協同文化建設を期待する

日米學生會議に於り6 際語討論

Diskuto pri la interncia lingvo en la Usona-Japana
Studenta Konferenco

（早大）川 本茂雄 

C商大:）木 村 典

く帝大）久保貞次郞

バルカンに、エチオピアに、スペインに、地球上到るところで.第二の世界大戰に脅かされ 

てをる現代に.多くの國々にファシズムの暴威を見る今口に・社會的に未完成な靑年學生が、 

二つの國から相集って會議を開いて.果たして何等かの寄與を人類の文化になし得るであらう 

か?との疑間ま屢々耳にすることである。し力、し乍ら「眞の國民壬義は.相互に浸さず没さざ 

れんがために.各自國民自主自立の尊重のために、國際主義の基調に立たねばならぬことは、 

今日健全なる國民の內心の確信となって來た。しかるに・今日、祖國に對する愛が外國に對す 

る攻擊暗惡によってしか表現され得ないと考へて居るナチス的ファシズム的な陋劣な國民主義 

力;、なほヽやゝもすれは不當な暴力を以って人類數百千年の苦闘到達の文化を脅かさんとして

居ることは.甚だ遺憾な恥べきことである。けれども、國際主義の原則は、嘗て苦難の中にも 

遂に吾人を封建主義の怯懦なる鎖國から解放したやうに、そはいままたこの現代の新しい獨占

資本主義の排外
"ハ

國をも遂に必ず打破し去るであらう。

就中、靑年は.資本主義的獨占の內外華夷辨別的な 國やそれが不可避に招致せんとして居

る戰爭の禍惡から何等の利益を去ひき出し得るものではなく、却ってたじさうLた鎖國や戰爭 

から慘害危險を被るのみなのであるから、此等の恐るべき害惡に對して明朗な人類人民及び人 

間の進步のために國際的協力のために、一般的哲蒙の中心となり根幹となり貯水池となること 

が出來るのである。」C羽仁五郞、國際主義のために）この意味に於いて日米學生會議の努力は 

報いられるものがなければならない。

從ってアメリカの學生を迎へる我々日本の學生の態度は、幻想でない現在の日本の實體をハ 

ッキリ彼等に示すことであった。どうして我々が・ラフカディオ•ノヽーンの、浮世繪と歌舞伎、 

お茶と活花・ゲーシャと富士ヤマ、だけの日本を示すことが出來やう力、。そして彼等は、必ら 

ずゝこの國の人々がよりよい生活を期?寺して日々多くの困難に耐へて努力してをることを知る 

であらう。我々はアメリカの厚生と負に語ることによって.曾てははち切れん許りの强健なデ 

モクラシーを誇った國の若人逹も、我々と同じゃうな希望と意識の下に生活してをることを發 

見する。こ、に兩國の、やがては世界の協同文化建設の基礎が橫はる。

我々のこの期待は見事に報いられた。アメリカ側のノ、ツキリした意識をもった學生の方が、 

日本の不期瞭な學主よりも・我々にとって、より近い友人であることを痛切に體驗した。我々 

の困難はそのまゝ彼等の困難であったのである。
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> 2.

二萬余回の金を消費して開催された第三囘日米學生會嚴の歷史をふりかへって見よう。第一 

囘は1934年アメリカから80余名の男女學生及び數名の敎授を招待し・靑山學院で7月14日 

-—切日開催。ニ萬數千圓を費した。第二回は昨年45名の日本男女學生が、早稻田の杉森 

孝次郞敎授.石川靜子女史と共にアメリカに渡って、オレゴン州ポートランド市のリード大學 

で、7月29日一8月3日行はれた。

第一回の分科會は、政治、經濟、國際問題、敎育ゝ宗敎及び哲學であった。國臨語問題は全 

然フ。□グラムの中には取り入れられずゝ「敎育」の部會で、「如何にして日米兩國の親交を促進 

するか」の討議の際ゝ國際會議に於けるエスペラント語の採用が久保君の一つの意見として云 

ひ出され、これに就いて反對・辯護討儀がなされたのであるが.第1囘のこの討談は反對論の 

空氣も可成强く・…般の雰圍氣はどちらっかずの態度であった。CR・O・ 1934. p. 232—233參 

照）第2囘では之に參加した久保君が文化部の議長であり、淸山學院の後藤潔君が有力な支持 

者であった關係上、且日本側の代表はつくづく會議用語が英語である事に不公平を感じてをっ 

た際とて、會議の一日.英語の問題が議題に上った時、後藤君によって口火が切られた後の討 

議の經過は（參照R.O.1936 p.162）活潑に日本側がアメリカ側を啓蒙するといった調子であ 

った。そして.この事實は會議の公式報吿書の中に記錄された。しかし未だ最初か以ブログラ 

ムに揭げられてゐたものでなかった。

3.

第3囘の會議は.旣に二囘を經驗し、文部省で積極的に支持しただけに.日本側の代表は關 

東、關西併せて180余名ゝ孚校數から云っても30をはるかに越えた。アメリカ側では45名。 

他に敎授1名、女チ監督1名。會場、早稻田大學。

今回は「國際議問題」は非常に車要な問題として、文化部では眞先きに公式フ•ログラムの中 

に加へた。文化部の日本側學生男子42名、女子24名、計6G名。アメリカ側、男子6名、 

女子12名、計18名。文化部アメリカ學生の大學所在地は、遠く New York, Chicag〇,から 

Minnesota 州.西部の Whashington, Oregon, California の諸州等であった〇

國際語問題は第4日目8月6 ロ・午前10時——12時、2時間を費して熱心に討議され 

た。（議長久保）先づレポートを朝んでから討議にはいるのがヽこの會議の一般の方法である。 

そして國際語のgrupoに屬する部貝は佐々木福子（津田）、天野信男（靑學人川本茂雄（1早 

大）、木村典C商・大）の4人で.用意されたレ余-トは

1） General Survey of the Question く川本）

2） The Present State of the Espsrantist-Movement C木村）

であった。川本君は言語學、殊に古代英懿が專攻ださうであるが・英、獨、佛を自由によく話 

し、ラテン語にも通曉してをる。木村君は同樣に英、佛ゝ獲、伊太利、ラテン語等を學んでを 

り、殊に發音學に特別の硏究をしてをる。木村君は會議のためにエスペラントの學習を會議の

ーヶ月半程前から始めた。川本君はあとから聞いたことであったが、エスペラント語は、デモ 

ンストレーションをやるために三日前に會話を憶えたさうである。

先づ川本君が立って、かねて用意のレボートを讀んで.國際話問題に關する祉會的注意を喚

起するに参め、言語學的考察よりも寧ろ國際人としての社會學的立場から 際語を考究するこ

とを力說した。卽ち英語が世界的に普及されて居り、我々の討議の相手が英語を田•國語とする
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アメリカ人であるから、英語が自然に國際語になるでおら5といふ意見は始めから豫期された。 

そこで冃頭現存の如何なる國語も政治的立場からして又誇語學的立場からして國際語たり得な 

いことを述べヽイエスペルゼン博上がその“Growth and Structure of English "に於て世界 

に於ける英語の將來に大なる卑みを抱いてゐることを言明しながらヽしかもなはNovialなる 

國際語を考案發表した事實を引用し・英語を以て將來の國際語と認め難い理由を前以て明瞭に 

して置いた。 、・

川本君のレポートの後、木村君の「□本に於けるエスベラント連動の現狀J力1語られ、地方 

會の數、その連絡方法、同志の數ヽ大會、講習會、ラヂオ講座、實,用方面として、學術、敎育、 

觀光、文學等に亘り.具體的な數字・名稱を擧げて敍述しヽ動かす半の出來ぬ勢力のある事實 

を出密者の前に示して■この方面に知識のないアメリカ人は勿論、多くの口本學生を驚かせた。

倉三「・ 4.

それから質疑、討議に入った。その內容摘記。c答は主として川本君があたった）

アメリカa君ーー國際語は最近隆盛になった國家主議と矛盾することはないか?

答一決してその憂はない。國際語は補助語であるからヽ毋敦語を排除しようといふもので 

はない。それは他國語を話す人々との交通に用ひられるのである。外國とのコミュニケーション 

のためには、現在の諸外國語を學ぶのよりは國際語の方が國家主義に反することがむしろ少い 

わけである。 K殳

アメリカb君一先日、日本語を論じた場合に方言分裂のことが述べわれたが、國際語にも 

その憂Ĵがありはしないか?，

答一言語學の立場からすれば甚だ章要な铳問であるが、その虞はないと思ふ。過去の旨語 

の歷史は全く分裂の歷史であった。しかし最近我々は標準語への努力と傾向とを見てゐるでは 

ないか?辰時に國語を異にする人々の間に國;祭語が用ひられる場會を考へると、自分の盲ふこ 

とを相手に了解して黄ふことを以て最大の目的とするのであるから.例へば發音上の習癖等も 

比較的に早く除去されるものである。又、言語の統一を保つものは一つにそれを用ひる言語社 

會にある。我々の時代に於ては世界の交通、國際間の交排が瀕繁になったから、世界が國際語 

のために一個の言陪社會を形造る狀態に達してゐる。將^來は益々さうなるであらう。こゝにも 

方言分裂を未然に防ぐ契機があると思ふ。

アメリカC孃一國際語は商業、貿易のためにだけ用ひられるのか?

答---貿易は勿論、科學的論文にも又文藝にも用ひられる。旣にエスペラント文學といふも

のが現れてゐる〇、

アメリカD君——文學の場合には幼時から覺え聯想の腔密な毋國語で表現を試みるのが當 

然ではないか?

答一極端に云へばさうかも知れぬが.言語といふものは成人して後でも充分修得すること 

が出來るものである。そして、旣にエスペラント茨學は存在してゐるのであって、エスペラン• 

卜文學も可能であることは最早事實である。 、ヽ

□本E君ーー現存の外國語にはその脊景に國民文化といふものがある。國際語にはそれが 

ないではないか?

久保君ーーしかしながら一・方にあなたは國際文化といふ电のゝ存在を認められなしか?

川本君——この日米學生會議は相互の理解を深めるために開かれたものである。我々は現段 
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階として英語を以て會議の公用語としてゐる。こゝに日本學生を代表して出席されてゐる方々 

はヽ日本の最善のEnglish Speaking Studentsであると倍ずる。しかも尙ほ英晤を用ひる爲 
に我々が討論に於て如何に不利な立場にあるか?この妙を考二て載きたい。

日本F孃——エスペラントには何か特別な色彩がありはしないか?

答一色彩があれば・それは國際色でせう。

F孃一例へば詰彙導の點で……〇

答一それはインド•ヨー ロッパ、殊にラティン系統に主として基礎を置いてゐる。そのた 

めに日本人の立場からすれば、歐洲の言葉の敎授のよい準備となる利益がある。

アメリカG君ーローマンス語のどれかを選んではどうか?

答一現存する國語は國際語として適しないことは劈頭で述べた。故に語蚩の多くをロマン 

ス認に採りヽ簡易化された文法組織を持つエスペラントの方が國際詰として遙に適してゐると 

思ふ。

日本H君——東洋の言語が閑却されてゐるではないか?

答—世界のすべての國語を另礎にして語彙を作製することは、事實の間題として全然不可 

能である。又、東洋の言語がエスペラントに於て重んぜられてゐないことが、それ自身不利で 

あるといふことはない。旣に笞へた事實のうちからこの事は明かであると思ふ。

F嬢——例へば日本の中等學校でエスペラントを授業するとした時には・英鉛はどうなる 

か?時間の配當は?

答一例へば最初の3年間は現在の英語の時間をエスペラントに置換へ.あとの2年間英語 

をやれば、現在の5年間の英語よりもかへって効果が擧る。

これに續いて久保君から、イギリスに於ける女學校のフランス語孜授の例、アメリカ・コロ 

ンビャ大學ソ-ンダイク博士の國際語敎授に關する實驗例尊の例證が行はれ、次に木村君が工 

ス語で國語と國際話の關係及びエスペラント語の優秀なる點をエスペラント語で話L.久保君 

が之を英語に通譯。川本君、木村君がエスペラント®話をやって見せる。

他二、三の質問があって討論を終へゝ最後に川本君が「こゝに出席されてゐる諸君はアメリ 

力側代表も日本側代表も.最Ĥ國際的關心を持ってゐる人々と信じ、又さう希ふ。故に國際詰 

の將來も諸君の努力に俟っところが多い。將來諸君が國際詰問題を庾面目に研究されることを 

切に希望する。」と結んだ。

討議の終了後、川本君や木村君のところへ口本の代表中、國際晤問題に就いて啓蒙されると 

ころが多力、った.自分もエスペラントを習ひたいと言って來た人が可成多數あった。アメリカ 

側でもColumbia大學のMcEvoyl君の如き流暢な日本語で「アメリカに歸ったら・エスペラ 

ント話しませう」と洩らした。

5. . 「 「 . ,•

1936年の日米學生會戏は終った。國際語の討議に就いても.第一囘二囘よりはるかに內容 

の整った準備がなされ、時間も充分與へられ.且一般の雰圍氣は全くエスペラント支持にまで 

進んで來た。しかし我々の鬪ひは終ったのではない。第4囘があり第5囘がある。

今度の會議出席の大多數の日本側代表は討議に從って理解して行くのに多大の闲烈を感じ 

た。英語で聞くことが、そして話すことが如何に困難であるかを船驗した。そして第1囘で 

は・日本語を使用することが全く禁止されてをったのが、第2囘では默認となり、第3囘で
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は、議長が進んで、屢々日本葫に通譯し、又日本語で意見を發表することをすすめ、そして又 

それがなされた點にまで進んで來たのである。來年の會議に對する希望としてーアメリカ代 

表の旨に「日本の代表をしてもっと日本語で話させること」が强く加へられてゐたことは見逃 

してならない事實だ。そして第1囘からこの會議に携って來た數名の委員の口から、「この第 

3囘を耘ってみて、つくづく感づることはゝ言語的障害である」と語られたことは何を暗示し 

てをるか。'
エスペランチストの果たすべき任務は前送尙山と積まれ、行手一杯に擴がってゐる。奮起し 

なければならない。（1〇, Septembro,1936）

附記.この報吿のの後半（4）（討議の摘記）全部は川本氏によって、其他は久保氏に 

よってつくられた。一Ŝ!阳部

Marta語彙に關する二三の統計

KELKAJ STATISTIKOJ PRI MARTA

M. Kidosaki

は し が き

言語の敎授上に於て.最も屢々使用される語と・殆んど使用されぬ晤とを統計的に硏究しそ 

の頻度性（ofteco）より重要性（graveco）を求め、合理化されたる基木語を選走せんとする試み 

は.外國語硏究者間に喧傅せられてゐる問題である。英語に於ける有名なThorndikeやHorn 
の表、The American Council on Educationの調査會等隨分大がかりなものヵ:って、この 

方面に於て大なる貢獻をなしてゐる。

わがエスペラント界にても、語彙のoftecoを硏究したものは時々見受けわれる。例へば最 

近戟行された Enciklopedio de Esperanto の第二卷 566 頁以下に Zamenhof の “Originala 
Verkaro,u Privat の"Historio de Esperanto/1 Baghy の „ Hura u 等の中の接辭（接頭辭、 

接I曲わや準接頭辭（前近詞等の轉用によるもの）の頻度性が出てゐるが、之を詳細に硏究し 

てみるのも可成り興味のある事である。

しかしこれ等は本鄭以外の助辭や接辭であって本辭を對象としたものは未だ發表されてゐな 

い〇僅にーニの Zamenhofajoの用語索引（konkordanco）から計算してそのoftecoを頂ひ 

知る程度に過ぎないのである。 /

私は以前から特にZamenhof譯のMartaを調べてゐるので、Martaに就いて興味ちりそ 

うな統計を二三擧げてみることにした。勿論この統計は一つ…切あたっての數字であるがヽ見 

方の相異等から諸君の計算とは少し喰違ひがあるかも知れない。

因にMartaは小說として優れてゐるばかりでなく Zamenhofの模範的な譯になる點、日常 

生活に關する描寫が誠に豐富である點から、之をよく研究せらるれば文法の上に於て•又文章 

を作る上に於て必ずや裨益する所少くなく、敢て精諛を推賞する次第である。
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Marta全卷に便用されてゐる語の總數であ 

るが、之は見方によって色々に計算され得る。

a） 一つ一つ切り離して印刷されてゐる諮 

を獨立した一語とみる最も普通の計算によれ 

ば……75,628語。

b） 合成語を各要素に分解し、（例へば 

ne | mai| riĉaを三語とする）文法的語尾以 

外の接騎、助翳も一語として計算すれば…… 

約9萬語。

數（總回數）

a）の方法による總數••… -•75,628 晤

合成語C加へる） + 3,144
獨立の接字（除く） 一 204
固有名詞（除く） 一1,167
記號その他〈除く） 一 200

c）の本辭と助辭の總數… …77,201語

c）本制及助辭を本位としヽ接辭、固有名詞.外國語、單なる記號、接聊の獨立せるもの 

febleの如き）を除いて計算すれば……77, 201語。

本文ではc）の方法による?7,201語を採って本辭及助雕に就いて述べるが、この總語數は 

Marta中使用されてゐる異った語の囘數の總計ともなる譯である。

H 使用語數

ところで上の如く Marta全卷には？7,201語使はれてゐるが、これ等の語は總て別の語では 

なく、この總,語數の要素をなしてゐる異った話は僅かに!820語に過ぎない。卽1820種類の 

語が何囘も同じ形で現iしたり、又他の語と結合して合成語の形で現れたりしてゐるのである。

極端に言へばこの1820語さへ知ってゐればMartaは辭書なしに讀むことが出來るし、又 

これだけのエス語を知ってゐればMartaの樣な小說が飜譯出來るといふ譯である。

III.各品詞のofteco

77,20!话がみともと1820語からできてゐるのであるから77201*1820=約42となって1 

語が平均42囘宛出てくる勘定になる。勿論之は平均囘數であって實際では、或語は何千囘も 

出てくるのに反し或る語は唯一回しか出て來ないといふ有樣である〇

槪して云へば種類の多い本辭よりも、杜類の少い助辭の方が何囘も用ひられてゐる。卽ち助 

辭は本辭に比べて語數は約 仏〇であり乍らその總囘數の半分以上を占めてゐるのであって.こ 

れにより助辭の重要性を十分に知ることが出來る。

本瓠 助辭を各品詞に分けそれらの便用語數と便庄囘數との關係を示せば次の如く・になる。 

語根が如何なる品詞に屬するかは大體Plena Vortaroによった〇

臨）

本 辭
1,673 話,36,498 囘・ 
〈92%) (47%)

助 辭
1147 码 40,703 囘く 

く 8%) (.53%)

22囘］

總陪數 總囘數 平均囘數

名 詞 907 鈕 nri 12,095 (15%) 13 1
形容、 副詞 225 〃 7,217 C 9 32 \

動 詞 541 !f 17,186 C22 32 J

冠 詞 1 !f 6,151 C 8 6,150
人稱代名詞 9 〃 7,525 CIO 840
數 詞 12 〃 868 C 2 70
相關 詞 38 〃 4,850 C 6 ) 130
前置 詞 33 〃 12,190 C 16 ) 370
其の 他 54 ff 9.119 C 12 170 ノ

囘ノ

42囘



IV. Oftecoより見たMarta語彙

括弧內は語數、その右は囘數を示す。44?囘を採ったのはヽ女主人公として最も屢用ひられるMartaの囘數を一つの標準にしたのである。

囘 數 名 詞 形容、 副詞 動 詞 助 辭 計 累 計 (%)

1,000囘均上 Cl) 1427 C9) 20,891 cio) 22,318
C4%)

500 -——> 999 ⑴ 531 CIO) 6,715 cio 7,246 C21) 29,564

447 -——> 499 (2) 948 ⑶ 1,424 C5) 2,372 ¢26) 31,936
56%

200 -——> 446 2,130 ⑷ 1,152 C9) 2,583 C17) 4,782 C38) 10,647 C64) 42,583

150 -——> 199 (4) 645 ⑻ 1,439 C8) 1,391 C12) 2,146 C32), 5,621 C96) 48,204 ]C4%)

100 -——> 149 ⑼ 1,051 C7) 792 C13) 1,539 C16) 1,938 C45) 5,320 ¢41) 53,524 j 14%

51-——> 99 (27) 1,809 C23) 1,670 C5り 3,717 (22) 1,566 023) 8,762 (264) 62,286
1 C60%)

1!・―> 50 (174) 3,933 ¢80) 1,767 C176) 4,486 C36) 1,136 (466) 11,322 C730) 73,608 | 29%
3 -—> 10 ¢274) 1,459 ¢55) 329 C165) 939 ¢19) 102 (513) 2,829 ¢1243) 76,437

2 (127) 254 C20) 40 (40) 80 (18わ 374 Cl430) 76,811 | C32%)

1 C283) 283 C28) 28 C76) 76 ¢3) 3 (390) 390 C1829) 77,201 (1%

¢907) 12,095 ¢225) 7,217 C541) 17,186 C147) 40,703 (1820) 77,201
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上の關係を圖示すれば右圖の如く

になる 〇

橫に語數をC右へ順次囘數の少い

語を加へる）（從に囘レ皿利

り順次上、囘數を加へる）をとった 

結果である。抛物線の上昇の工合.

160矣宛の囘數を示す橫線と橫線の 

間隔が上に行く程^^りつつあるとこ 

ろに注愆せられよ。

V.103囘以上のoftecoを有する語一監

llij 數 本 辭

5000囘均•上

2000囘以上

1500囘以上

1000囘以上

500囘以上 名詞--viro

300囘以上

200囘以上

名 韻!…sinjoro, mano, okulo 
形容詞…granda
動吾司…diri, povi, labori, iri, 

havi, rigardi
名 詞…homo, vizaĝo, nio- 

inento, infano, kapo 
形容詞…bona, juna, forta 
動 詞…vidi，fari, pensi, levi, 

scii

la
de, ŝi, kaj
mi, en
al, kiu, ne
vi, kun, si, el, tiu, sur, per, 
por, ke,li

da, sed, ĝi, tio, antaŭ, pli, ili, 
sen, unu

kiel, ĉi, du, pri, post, kio, nun, 
for, inter, tre, jam

150囘以上

名 詞…patro, tago, tempo,
vorto

形容詞…tuta, kelka, rapida,
plena, bela, nova,
multa, longa

tiel, ĉe, aŭ, oni, ni, ĉu, ĉiu, 
kiam, plej, se, ankoraŭ, tamen

動 詞paroli, doni, vivi, 
ridi, stari, voli, senti
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,voco,
koro, fojo, strato,

100囘以上

libro, loko; edzo
形容詞• ・・ sama, alia, var ma, 

riĉa, laŭta, profunda,

nur, ia, iom, eĉ, tie, ankaŭ, 
■

mem, tia, ĉar, ol, nenio, 
ĉirkaŭ^ dek, tra, kia, do.

vera
動 詞…veni, sidi, krii, trovi, 

ami, lumi, vesti, kuri, 
fermi, komenci, aperi, 
movi, silenti

VI.公用性(oficialeco)からみたMarta語桑

上述の1820語中には公用語と公用語でないものとが含まれてゐる。

今これらを公用語であるか否力によって分類してみると次の如くになる。但し公用語は 

Universala Vortaro中のものと、第1囘かり第6囘迄のその補遺とに區別した。

公 用 語 未公 總數

U. V. 1—3 4—6 用語

(名 詞.. ，•…676 191 8 32 907

壽形容、

1動
副詞••…••…182 36 3 4 225

詞••…一…499 45 2 4 541

助 辭・•…••…142 1 〇 4 147

總 數••…••…1490 273 13 44 1820

% 81% 15% 1% 3%

因にU. V.總譜數の中58 %がMartaに使用せられヽそのU・V,中の詰だけでMarta總 

囘數の約98 %を占めてゐることは注目に價する。

む す び

以上主としてoftecoの問題からMarta語彙を觀察したのでなってゝエスペラント一般に就 

いて述べたのではない〇 しかしこの Martaのoftecoを通じてエスベラント語彙のgraveco 
を幾分なりとも窺ひ知ることが出來て何等かの示唆を受けらるれば幸である。

今後いろいろな人々の手によって多方面にわたる材料からもっと合理的な結果が得られるで 

あらうが、その比率に於て相當の變化はあっても、根木的に異る現象はまづ見出されないこと 

と思ふ。 C1936, 7,11)

日本書紀 第二卷まもなく出づ!！

日本書紀(笫一卷) 1.20 〒 4
日本エスペラント學會發行
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Kroita, E J Vortaro, 1906 の原本

Kawasaki-N.

1. Titolpaĝo にも kovrilo にも ESPERANTO-JAPA N A VORTARO REDAKTITA DE
DRO. KROITA, DRO. ASADA, KAJ T. ABIKO, KONSILANTOJ DE JAPANA ESPERAN
TISTA ASOC! 〇. PUBLIGITA DE JURAKŜA TOKIO 1906aとあり・奧付にも日本語での 

titoloがない。明治三十九年十月廿五日印刷 明治三十九年十月甘八日發行、 印刷所 株式

會社秀英舍第一工場。それから定價金五拾錢と紫のゴム印が押してある。假綴、一段組。 

9xl5cm・ [ii] + ii+ix + 156 + [l].發行所協會。發賣所 有樂社。句讚點わ，•式。

2. 小序「近時我が國に於てはエスペラント硏究者次第に多く我が協會設立以來未だ數月な 

らざるに早くもエスペラント語學校の設立を見るに至り，エスペラント辭書の編篡は硏究者の 

切に要求する處となれり，これ我が協會が此の小册子を編篡して先づ會員諸君に頒っことゝし 

たる所以なり,素より急速の間に編纂したるを以て不完全なる點多かるべく誤解の個所またな 

きにしもあらずといへども是等は他日再版の機を俟って訂正增補し，版を重ぬるに從って完全 

なるに至らしむべきを以て,玆に豫め會貝諸君•及び識者の是正を乞はんとするものなり•本書は 

Review of Reviews 社の發行に係る Esperanto-English Dictionary 及び Zamenhof 博士の 

Fundamento de Esperantoを皋として編篡したるが,元來谿書は紙數少くして携帶に便なる 

を優れるものとなすを以て,編者は特に此方面に注意を拂ひたり,而してエスペラントは人の 

知る如く少數の語根に接頭字,接尾字を加へ又話尾の變化及び合成法等に依りて無數の言語を 

作成し得るを以て,本書牧むる處の字數甚だ少きが如くなるも,尙且つ作文會話に何等の差支 

なきを信ず・明治三十九年十月 日本エスベラント協會幹事」

3・Review of Reviews社發行のE A Vortaroといえば Motteau以外にない〇初版わ 

1904年でゝ再版わ1906年。再版わかなり増補されている。黑板も初版を使ったのか、再版 

を使ったのか?再版の出版月日がいま私にわわかっていない。Motteauの死(Enciklopedio 
de Esp.によると3 Marto1906)後にてたことわ再版序文でたしかだが、黑板の編輯のときす 

でに日本に來ていたかどう力、いま私にわかっていない。黑板.M初版、M再版の見出し語を 

比较してみると、照板中にあるものわわずか2を徐いて全部M初版に存在しゝM初版にあ 

って黑板にないものがわずか39で、すなわち兩者わほとんど1致するが、M再版に增補さ 

れたvortoj (例:aberacio)わ黑板にあらわれていない。よって私わ黑板が使ったMotteau 
わ初版であると考證する。

4. M初版にあって黑板にないもの:

apogeo, Arguso, arpeĝo, Aŭroro, azeno, b anto, bileto, brano, broso, dativo, 
egoisto, epiteto, etato, fanatika, fosforo, fosto, fringelo, grumo, halo, hamstro, 
horoskopo, Ĥarono, kamero, kamerlingo, kaporo, lesivo, levido, marcipano, 
markoto, melopeo, nadiro, opinii, paletro, rezulti, turismo, uro, vakcinio, 
veluro.これをずっとみるとazeno, opiniiなんかわsenatenteに落されたものらしい 

が、難しい語の多いのに注总せねばならないと思う。
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5・M 初阪になくて黑板にあるもの（もぢろんFundamentoにもない）：

birodo天鷲Cビロ ード）、diplomatiko古文書學〇面白いことわ M初版に力〉るveluro 
がないこと、黑板の專攻課目が古文書學であること。

6.誤植わ猛烈にある。Alfabeta ordoもかなりめちゃだ。Komikaなことが起っている。 

bilano,出入帳,損益勘定書・ 

bilardo,手形;bank—〇,銀行手形.

bindi,製本スル・

bankbilard 〇が銀行手形とオカシナことになっているが、M初版にわbilardoの上にbileto 
があり、bankbiletoであるべきものなのだ。

fianĉo,許嫁;-ino, IT嫁C女ゝ

flasko,フラスコC瓶ゝ

fibro,纖緯.

これわfiaskoであるべきもの。 * .-

Titolpaĝoと表紙にわpubligitaとなっているが,本文中でわpublikigiである•

7.譯語の不十分なのが多くある。Esp.の意味を知らず?英語を譯したためトンダ誤にお 

ちいったものがあろ。すなわち英語でわ1,2の意味があり.Esp.でわ1の总味なのに2の 

意味として日本詰譯を與えていることである。flegmoわphlegmaとなってナsり、黑板わ（痰） 

としているが、英語phlegmaにわ（痰）と（冷淡）の2つがあり、Esp.わ（冷淡）の意味 

しかもっていないのである。類例:

[M] genoto, genet （little animal cf weasel kind）, ratoon.〔黑〕匹班牙產 ノ 小馬•

〔正〕関香猫・

[M] hortensio, hortensia. C®Ĵ 園圃•〔正〕アジサイ.

[M] instituto, institute.〔黑〕提.〔I巳學會.

[M] investituro, investiture.〔黑〕被覆.〔正〕敍任・

[M] kapoto, cape.〔黑:）岬,崎.〔正〕頭巾附外套.

LMJ ŝindo, shingle.〔黑〕砂礫.〔正〕コケラ.

[M] oksalo, sorrel.〔黑〕okzalo,紅褐色.〔止〕スカンボ.

最後の例注意。U Vわokzaloである。

8.見出し話のみあり、譯語のないもの:lojto, meĉo.
9・見出し語の數。逼有名詞もあり、1；k. t. p.などもある。U 

（Dmitrievによる）だから、黑板のほうがすこし多い。

V の radikoj わ 2629

A 250,* B 164, c 49, Ĉ 45, D 151, E 129, F 203, G 118,
Ĝ 15, H 91,

へ
8, I 102, J 30, J 7, K 441, L 128,

M 20& N 77, 〇 85, P 350, R 143, S 281, Ŝ 54, T 171,
U 30, tĵ 〇, V 114, Z 10. 計 3654.

L附記。 使った本。 黑板のわ オカイチロ ゥさんに借りた。M 再版わButlerから來た。10
M初版わJEIにあるが、自分て欲しいと思っていたとき、大阪の古い同志辻利助さんの遺品 

がある會合で诜りにでた。私わそのときおくれていって.他の書わほとんど賣れてしまってい 

たが、私の探していたこのM初版が殘っていた。15セン。しめた。（31aŭg.1936）
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動詞FARIの用法

(7 ) K. OSSAKA.

§ 5 (a). “Fari" en Verbaj Frazeroj (動詞成句)：Perifraza,ナariヽ
Kiel mi jam diris en § 1,”fari" formas kun sia komplemento verban frazeron, kiu donas 

ĝenerale ideon esprimeblan per unu simpla verbo : •
Fari viziton = viziti 訪ねる Fari esploron = esplori 硏究する

Fari salton = ŝalti 跳上： Fari truon = trui 扎をあける

Tia frazerkonstruo estas uzata precipe kiam ni volas
1) montri pere de ĝia komplemento la nombron de la farataj aferoj, aŭ
2) aldoni al tiu ĉi modifantan sencon pere de la adjektivo, almetata al la komplemento, 

kion simpla verbo ne povas oportune fari. Krom tio la uzo de tia frazero donus iafoje

variecon en la parolo.
Salti
Fari (unu) salton
Fari (kelkajn) saltojn

跳ぶ

ーと跳び跳ぶ］ 
いく度も跳ぶj く數をカ江得る）

Fari (unu) truon—(multajn) truojn—grandan truon—kvadratan truon

孑Lを一つあけるーー澤山あけるーー大きな孔を明ける——四角な孔をあける……

Rimarko (7). Simpla verbo transitiva nature povas akompani sian objekton en la 
formo de rekta komplemento, dum ĉe verba frazero kun „fariu, kiu mem havas jam 
sian rektan komplementon,la objekto senca estas ofte forlasata :

(Mi acetis libron, tablon, ktp.何々を買った(買った物を明示する場合)

(Mi faris aĉetojn.買物をしたCと云ふだけで何を買ったと云はぬ場台)

En la okazo, kiam al verba konstruo de „fariu ni volas tamen almeti objekton, t. e.
komplementon, tiam ni estas devigataj uzi ne rektan, sed peran (nerektan) komplementon 

kun prepozicio:
[Ŝi makulis la tuko«.布を汚した(と直接目的齬を付け得る)

(Ŝi faris makulon sur la tuko.布に汚みをつけたCは前證詞surを介入)

(°ni trUiS 13 mUr°W- ]壁に孔をあけた

(Oni faris truon en la muro.丿

Rimarko (2). Kiel ni jam klarigis en §4 (d) ”fari“ povas esti uzata kiel „pro-verbou 
(anstataŭverbo), kaj ĝi do iafoje anstataŭas la verbon en verba konstruo de samorigina 
komplemento. Ekzemple:

Fari foson — fosi foson.穴を堀ら〇

Tiele analogie oni ankaŭ diras :
|Faru do rapide ŝian tombon. (H143)急いで衣の娘の墓を堀れ

jpor kia homo vi fosas la tombon ? (H140)堀ってゐる墓はいかなる人のだ

Rimarko (3)・ Pro tio, ke tiu ĉi kategorio de verbaj frazeroj kun „faria estas ekvivalenta 
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al simplaj verboj, oni povus nomi tiun ĉi uzon ^perifraza". Ekzemple „fari rondiron" 
signifas nenion alian ol tion esprimatan per simpla verbo „rondiriu.

Rimarko (4). Kiel jam menciite en § 1,en angla lingvo oni uzas jen to do, jen Io 
make por formi verban frazeron. Ekzemple :

To do revence=to make an obeisance {au a reverence)=fari riverencon^ riverenci, 
t.e. oni uzas to do kiam la komplementa substantivo estas rigardata kiel agado mem 
kaj to make, kiam ĝi estas rigardata kiel la rezultato de la ago (subkonkreta).

§ 5 (b). Frazero kun „fariu en netransitiva senco=„arangi .
(veturon=veturi 

Fari l vojaĝon = vojaĝi
l vojiron = vojiri

ĉirkaŭiron = ĉirkaŭ iri 
promenadon=promeni 
ekskurson = ekskursi

forkuron =forkuri 
paradon paradi 
procesion — procesii

Mi en la somero faros veturon. (F U139/-14),夏になったら旅厅をするつもり

La birdo kantis pri la bela vojaĝo, kiun ĝi per siaj flugiloj povus fari alte en la aero. 
(F I 96/9); ankaŭ vd: F III 132/28)空髙く飛ぶ美しい旅の歌を歌った

Ni faris vojaĝon per ©evaloj. (F K 69/1).騎馬旅行をした

Li aŭdos, kiel malproksiman vojiron ŝi faris pro li. (F II 64/29).自分故に彼女が遙

々と旅路を重ねた一部始終を語って聞されることにならう

Ĉu ili povas fari tian grandan vojiron? (F I 19/28)そんな長の道中が出來やうか

Mi pro singardeco faros unu fojon ĉirkaŭiron ĉirkaŭ la domo, antaŭ ol mi iras 

dormi. (B V 47/-7).寢る師に念の爲め一度家のまわりを見廻はらう

Mi faris malgradan promenadon. (Rz. 24/17; ank. vd. F I 74门9) 一寸散步して來た

Ili faris ekskurson ekster la urbon. (F II 87/21;ank. vd. G D 42/6)郊外へ遠足

Saul iris batali kontraŭ la Filiŝtoj kaj estis la unua, kiu faris forkuro n. (Rn 28/-2)・
サウルはペリシテの軍に向ったが負つ先に逃げ出した

Kaj la soldatoj faris paradon. (F II 143/11).分列式を行った

Oni faris edziĝofestan procedon returne al la palaco. (F I 114/-!).御成婚祝賀行列

(pason =pasi 
Fari

(salton=salti

をして宮殿へ引きかへした 

f transkapiĝon=salti transkap!女e
Fari t 

lmovon=moviĝi, sin movi
Ŝi faris kelke da paŝoj kaj sidiĝis sur la kanapo apud Marta. (M 177/2). 數步步い

てマルタのそばに腰をかけた

Sed apenaŭ ni faris kelkajn dekojn da paŝoj, ni haltis, rigiditaj de teruro. (F K 141/-2). 
數十步行くか行かぬうちに吾々はハッとして立ちすくんだ

Vi timas, ke ni estos ne sufiĉe saĝaj kaj faros facilanimajn paŝojn. (〇 V 338/13).私 

共は知惠が足りなくてうかうかしたことをするだろうと皆樣は心配して居られる

En tro granda sed ne prudenta fervoro li faris falsan paŝon・(〇 V 311/-6). あまり 

熱心すぎるのが常識が欠けた熱心のためにへまをやったCどちをふんだ)

Sed mi devas fari tiun ĉi paŝon. (B V 50/14; ank. vd. I T 39/-8).どうしてもこうせ 

ねば(着手せねば、踏み出さねばつならぬのだ

Sed la maljunulo jam bedaŭras la trorapidan paŝon, kiun li tamen, ŝajnas al mi, ne 



27 C459)

mem faris. (Rt 41/3).自ら進んでやったのではないらしいが、あまり性急に手をドしたの 

を老人はもう後悔してゐる

Karen ne povis sin deteni, por ne fari kelke da dancpaŝoj・(F II 100/6), ダンスの 

ステッフ•をふむのを禁じ得なかった

Oni ankaŭ vidu: M 7/23; 62/4; 62/16;124/2;177/2; ktp.
Tial, rapide decidite, mi faras salton—kaj mi troviĝas transe. (Rt 20/1).思ひ切って

とんだC一躍した)ーーすると向ふ側にとび越えてゐた(〇冰.Vd. F I 80/26)
Pro raviteco li faris transkapan salton kaj ĉiuj laŭte aplaŭdis al li. (F I 47/9). 感極 

まって彼はトンボ返りをうった.すると皆が彼に大喝采を送った

〔註〕salti transkapiĝe とも云ふ(vd. F I 47/22; F II 33/11).
Li faris transkapiĝon (F I 99/8)=faris transkapan salton.
La fiŝo ĵetadis sin tien kaj reen kaj faradis la plej terurajn movojn. (F I 100/-2). 

魚はあちらへこちらへと左ばれまわって恐しくジタバタした 

CTradukaj Ekzercoj I.解〕

L Faru fajron kaj preparu (aŭ infuzu) teon.
2. Li faris al si dometon en la pinarbaro kaj loĝis (aŭ vivis) tie ĝis la morto.
3. Dio faris (aŭ kreis) homon laŭ sia bildo. •
4. Ĉu vi faris al vi la ŝuojn per mendo ?一Jes, ili estas faritaj laŭ la mezuro.
5. Japanoj faras diversajn objektojn el papero.
6. Pli bone laboru, ol versaĉi (aŭ pli bone sur la kampo labori, ol hejme versojn nur 

fari).
7. Unu pli faras dek.
8. Al vi mi faros eŭropajn vestojn・
9. Kiom la sumo faras (aŭ kiom estas sume) ?—La sumo (aŭ tuto) faras cent spes

milojn (aŭ estas cent spesmiloj).
10. Okazo faras ŝteliston.
11. La infano sin amuzis farante sapajn vezikojn.
12. Oni faras (aŭ bakas) brikojn el argilo.
13. Mi retirigis en mian ĉambron kaj faris al mi oportune.
14. Kaj kion, diru, ho diini mi faris,

Ke spite de korŝira preĝo mia
Favoron ĉiam al mi vi avaris ?

15. Mi faris ĉion, kion mi povis (aŭ kion miaj fortoj permesis).
16. Mi faris ĉion, kion mi devis fari.
17. Ĉar mi havas ankoraŭ multe (aŭ multajn aferojn) por fari, mi kredeble ne povos 

vin vidi antaŭ mia forveturo.
18. Ne faru al alia (tion), kion vi ne volas ke oni al vi faru.
19. Mi nur faris, kion mi devis.
2〇. La ondo faris grandan fendon en la flanko kaj la ŝipo iris al la fundo de la

maro.
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21.Ili faris malsaĝaĵon la plej grandan en la mondo.
22. Vi farus pli bone, jetante (aŭ pli bone vi ĵetus) perlojn antaŭ porkojn, ol doni 

ĝin al li.
23. Kiu faris la unuan lokomotivon ?
24. Estas hontinde, ke la plimulto faras perfortaĵon kontraŭ la malplimulto.
25. Ĉiuj miris, ke tia diablaĵo (aŭ brutaĵo, aŭ skandalo) estis farata dum la hela tago, 

kaj en la mezo mem de la ĉefurbo-
26. Venu & tien! ne timu, ĉar mi faros al vi nenion.

• 27. ĵurnalaj raportistoj ofte faras el muŝo elefanton (aŭ el pingleto bastonegon).

28. Malfeliĉoj faros el vi juvelon (aŭ grandan bornon).
29. Manko de dormo faros al vi malbone.
3〇. La trankvila dormado faris bone al la malsanulo.
31. Kiel (aŭ kion) ni faru kun tiu ĉi kaptito ?
32. Oni nenion povas fari kun tia malsaĝulo.
33. Kion ni povas fari kontraŭ tia lerta (aŭ ruza) parolisto ?
34. Ili faris (aŭ agis) kun mi kiel (se) kun infaneto.
35. Tiu, kiu diradas, ke li sin mortigos, neniam tion faras.
36. Li faras nek bonon nek malbonon.
37. Li faras ĉion malbontone・
3& Vi ja povis fari tion, se vi nur volis.
39. La unua afero, kiun vi devas fari post la fino de la kurso, estas tio, ke vi aliĝu 

al JEI por vin perfektigi en Esp. per la R. 〇.

4〇. Li faris agon, kiu ne konvenas al japano.

llj の 王 者

エスペラント譯泰西文學鑑貧・ 3

萬澤まき子

先日、或るアメリカ映畫で、おはねなアメリカ娘がギリシャのナキソス島を茴れゝ山賊が 

出るといふ噂を而□がりながら、唯一の交通機關でちる陵馬に乘って興ずる場面をみた。私 

はその時、ふと、以前讀んだ”La Rego de la Montoj*・を思ひ出し、アメリカ人のかた現代 

ギリシャも.80年前フランスの作家Aboutがみたギリシャと大差ないことを感じて微笑し 

た。同時に„La Kego de la Montoj “の面□さをも新しく思出したので今度はこれを取扱っ 

てみることにした。 一 ゝ:

„La Reĝo de la Montoj “は實に面白い。權車の中などでは献まない方がいいかも知れな 

い。絕えずこみちげて來る笑ひをもてあますに違ひないから。

原作者Edmond Abou!は1851年にハ近代のギリシャ“を著はしてから30歳の若さで 

一・躍フランス文壇の前線に躍り出た人で、1856年に„La Rego de Ia Montojnを發衷する 
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や、あらゆる國々で凰の様な歡迎を受け、又一方、ギリシャ人をカンカンに怒らせてしまっ 

た。その後、作者が再びギリシャを訪れた時ヽその國民達に石をもって迎へられたといふ。 

ギリシャ人は彼を，,惡意ある誣吿者''だと信じたがヴォルテール流の彼の皮肉は決して彼等 

にだけ向けられたのではなく、どの國民に對しても同じ樣に銳く注がれてゐるのでちる。

ギリシャ人に侮辱を感じさせたのは作者だけでなく挿給を書いたGustave Doreも同罪だ 

といはれる。フンダンに揷人してある彼の納に、登場人物の牲格や風貌があまりにも躍如と 

してゐるので心の底から嬉しくなってしまふc

飜譯者Gaston Mockは1859年の生れで早くから平和運動に身を投じてゐたが國際語問 

題に興昧を持ち、1889年土スペラント運動に參加した。フランスに於ける第三人目のエス 

ペランチストである〇著書には,；Pri la Fiparolado de Esp.u C發音硏究）があり、銚答には 

„La Pego de la ゝIontoj"の外に Tristan Beruard の ”Angla Lingvo sen Profesoro" C學奁 

發行の”代理通譯“はこの書を對譯にしたもの）がある。

** *

1856年7月3田の朝丫•く、私C卽ち著者Edmond AbouOは奇妙なドイツ靑年の訪門を 

受けた。善艮な瞪を持つ風變いな客は一應私の著書”近代のギリシャ“を賞讃Lた上で.彼が 

自ら體驗したギリシャでの生活をいとも飄々たる口調で話しはじめた。その話の奇怪さ面白さ 

に私は少なからず驚かされてしまった。薪り終るや・再び飄然とその有年が疔先も吿げず姿を 

消した後、私は速記して•汽いた靑年の检語を二部温書し.一部をアテネにゐる私の知人（勿論 

ギリシャ人）に送って話の眞疑を碇めることにした。次はその靑年Hermann Schuitz氏の話 

である。
客

貧しい片田舍の宿屋ノ〕件であり植物孚徒である私はハンプルグの植物園からギリシャへ植物 

採集の爲に派遣された。人の世話によって私が巢をかまへた處はアテネ市の 隅にあるKri- 
stoduloといふ菓子屋で、そこには主人夫婦と件Dimitriの外に私を加へて四人の下宿人が居 

た。卽ち、お喋り屋で自稱慈善家なるフランス人の考古學者先生、マルタ島生れの恐るべき胃 

の腑の所冇者Giacomo^若いアメリカ人Lobsterとそれに私。私はこの同侶人達に特別親し 

みも興味が持たなかったが、一週間に三、四囘も私達と晚饗を共にLに來るアメリカ靑年の叔 

父John Harrisに對しては不思儀にも非常な親愛を感じた电のである。多分、彼の奇妙な、

私とまるで反對な性格が私の與味をひいたのであらう〇

アテネに於ける私の研究は少しづゝ進行した。私は每日野原へ植物採集に出たが決して遠く 

へは行かな力ゝった。當時ギリシャには山賊共が跳梁して旅行者に掠奪や暴けを働いてゐたので 

私逹はアテネの市街を一步も出ることが出來なかった。就中”山の王者“と稱されるHaĝi-
Stavrosは數々の勇敢な掠奪行爲刀故に英雄としての名 をはせ、外人逹の憎惡と同國人逹の

密かな賞議とをかち得た上、人の懐卩から搔き集めた財力でもってギリシャの經濟界に君厲し 

てゐる。彼の父性愛は彼の蓄財癖に一層の拍車をかけたらしく ■彼は歐洲の財界を巡歴したり、 

掠奪の株式化を企てたりした。彼の理想は砖愛の獨り娘を女王の如き持慘金と共に外國の工子 

に嫁力:せることであるそうだ。

Kristoduloの家を每日曜訪れ・こ私達と一日を共にする少女が居る。齒と髮七の外は全く取得 

のない恐しく無骨か醜い女で、凡そギリシャ型といふものから緣が遠い。大佐の娘だといふこ 
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とであったがその服飾の贅を凝らしてあることは驚嘆に價した。然しその華麗な裝飾品が彼女 

の醱ざを一層效果的にしたのは氣の毒な限りであった。その少女Fotiniが美男のアメリカ人 

John Harrisに戀をLてしまった。彼女は朝から晩まで惱ましげな眼で無愛想なJohn Harris 
を眺め續け、下宿の件Dimitriは明らかな嫉妬でもってJohn Harrisをみ、Fotiniの醜い顏 

を惚々とこれも一日中眺めてゐる。この三角關係は冷靜な傍觀者である私を非常に面白がらせ 

た。

4月28日の新聞は大々的に,,山の王器“ Haĝi-Stavrosの敗北を報じて私達外人を喜ばせ

た。30日の早朝.私は早速採集胴亂を肩に家を出てパルニス山を目指した。自然尊霍のギリ 

シャに於ては大河が國道であり小川が縣道とみなされ、雷が技師で雨が道路工事係であるらし 

い。然しこの道路工事係は何處の國のそれにも氣まぐれだとみえて私は遂にパルニス山へ行く 

道を失つてしまった。幸ひゝ暫くして後ド宿屋の件Diniitri力:二人の英國婦人の伴をして來る 

のに逢ひその道連れにしてもらった。Simons夫人といふこの老英國婦人は傲曼さに於ても何 

に於ても典型的な英國婦人で、その無整好な姿態や醜い顏は私の憐愍をすら買った程であった 

が、その娘Mary-Annの美しさは冷靜な科學者である私の心を奪ひ去ってしまった。美の標準 

といふものは時代と共に變遷するものであるから、ミロのアフロヂットが現代に於ても美人で 

あるとはいへない樣に、我がMary・Annも二千年前の時代の美人には餘程緣遠い。彼女の鼻 

ははっきりと天を臨んでゐるし・頰の赛は對稱の法則を無視して片頰にだけしカ姿をみせてい

ないが、私の審美眼は彼女こそ現代隨一の美人だと斷定し、私の心は彼女の銀鈴の如き と輝

かしい美貌とに魅し去られたのである。

Simons夫人は烈しく空腹を訴へたが行けども疔けど比荒れ果てゝ人の影も見えぬ忖ばかり。 

なだめすかしてやっとカスチャの修道士の小屋へたどりついた。然し私達は其處で朝食どころ 

か實に意外な報らせを、パルニス山が一昨日から山賊に占領されてゐるといふことを、25才の 

りbona maljunulo^ Cギリシャに於ける修道士の稱）から受けた。驚愕したDimitriは朝食せ 

ずには動かぬと頑ばる老英國婦人を引づって山をかけ下りたが間はなく私達は路傍の叢から顏 

を出してゐる數個の銃口に包圍されてしまった。姿を現した鐵砲の主達の汚なさはお話になら 

ない。動物には保護色といふものがあるがこ九も確かにその一種であらう。彼等の着物はギリ 

シャの土の色と區別が出來ない程深刻に汚してあった。彼等は私逹のポケットの全財產を吐き 

出させた上、私の時訂・やMary-Annのお化粧道具まで强奪した。Dimitriは吐出した中からア 

テネへ歸る旅費として銀貨を一枚與へられて放兔されることになった。私達もこれ以上奪はれ 

る何物な持たないのでDimitriと共にいさぎよく立去らうとしたが、その時私達は私達の大き 

な不幸に氣忖かねばならなかった。私達は人質として身代金が來るまで幽閉されるのである。

小さな追剝隊に守られて險しい道を永いこと行進させられ、漸く11時頃一行は”山の王者“ 

の陣營に到着した。陣營とはいへそこには家も天幕もない。た¢800平方米ばかりの平地で 

ある。30人程の善良なる强盜達は私達をとりまいて物珍らしげに評定をはじめ、初めてみる 

“歐洲の着物“珍らしさに私達の周圍をぐるぐる廻ったり、果ては私の外套を撫でまわしたり 

しては口分達の知識慾を滿足させたのであったが私達にとってそれは迷惑至極であった。處が 

その中私逹は强盜よりも手におえぬ一隊に襲攀されはじめた。足の早い氣まぐれなこの小動物 

の一隊は踝から膝へと進軍して物凄い總攻攀を開始した。たまりかねた私はこの小動物の持主 

達から離れたいと思ひ”山の王者“との會見を耍求した〇

”山の王者“は檢Q木の下の敷物の上に四人の書記と二人の召使に圍まれて威風堂々と坐っ
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てゐる。そこが彼の申務室である。"山の王者“は矍磔たる立派な老人であった。彼は私達を 

認めるや少しの皮肉も含まない負面□さで，,よくいらっしゃいました“と私達を歡迎してすぐ 

事務の績きをはじめた。彼の口述を出記が書取ってゐる。最初は彼の最愛の娘に送る手紙・次 

はロンドンのBarley銀行宛に自分の預金の運用を委託する手紙ゝ最後に”山の王者“の國立會 

社事茉報吿。Ilaĝi-Stavrosは堂々とこの三つの手紙を私達の面前で書取らせたが、その第二の 

手紙は私に實に面白いことを敎へてくれた。Barley銀行といふのはMary-Annの父上カ:株主 

をしてゐる銀疔だからである。手紙がすむと部下の頭立つた者からそのHの行動と收人の報吿 

を聞き、最後に私達に對する訊問が開始された。Simons夫人はHaĝiの紳士的な誘璋訊問に 

つられて、如何に彼女が富裕な上流の英國婦人であるかを思はずも力說してしまった。その結 

果は彼女等の身分と誇りに相應しい十萬フランの身代金の婆求となって現れたので二人の貴婦 

人の驚愕はいふまでもない。私の番が來た時、私は私の貧しさを力説:して一應この王樣に信じ 

こませた樣であったが、この王樣の訊問の巧みさは遂に私を思ひがけない良に追込んでしまっ 

た。そして彼の結論は貧しいEn舍宿の件に一茁五千フランの身代金を要求したのであった。抗 

談も反骏氐全く無駄であった。婦人達には15日、私には30日の猶豫期問を申渡されて私達は私 

達の部屋へ引下らねばならなかった。部屋とはいへやはり野天である。靑草の級氈を膻いた建 

地で.そこからはアテネの町が眼下にみえる。私達が平利に暮した町をこんなに近く臨みなが 

わ救ひを叫ぶことも出來ない今の身が實に感槪無晟であった。Ha@i・Stavrosの致は時計の樣 

な正確さで約束の期限をすぎれば私の頭上に落ちて來ることを私はよく知ってゐる。身代金の 

當のない私はこのまゝこの草の葉の露になるのであらうか…… 夕方、彼等は私達の爲に寢室 

をこしらへてくれたが、家は粗末な天幕、寢臺は牝山羊の皮、何から何までSimons夫人の憤 

慨の種であった。私達の番兵であるコルフ島人はこれは正に王侯に對する侍遇だと誓ったが。 

夕食がすむや多事多端な一口の疲勞が一度に押寄せた。私は自分の天幕に退き何も忘れて眠り

こんだ。 .， • ハ

恐しい銃聲に突然夢を破られた。咄嗟に私はアテネの憲兵隊の救援だと信じて天幕の外へ飛 

び出した。隣りの天幕からもSimons母娘か歡證と共に甌け出して來た。然しそれは煞駄な 

喜びであった。銃聲はキリストの昇天の日と5月1日を祝ふ彼等ヽ善良なるキ9スト敎徒の歡 

びの合圖だったのである。炬火の明りて私逹は彼等の恐しく騷々しい夜宴をみることが出來た。 

，,山の王者“は莊嚴な態度でその玉座に坐って彼の人民共の歡びを見守ってゐる。彼は私達を 

宴會に招待して親切な言葉で彼一流の理論を私にきかせた。彼の山賊稅關吏論、彼の政治論、 

彼の英雄論、理想論。その奇妙な論説は奇妙な力で私を征报した。30日後には私の首をはね 

る筈のこの慘酷な老人に私は一種の畏敬を感じはじめた。宴が酣になるにつれて盜賊共は卑し 

い眼付をしてMary-Annの團りに集った。それは彼女の騎士をもって任ずる私の血を沸らせ 

た。折からMary・Annに對して失禮な振舞ひに及ばうとしたVasiliに私は酒身の勇氣と共 

にとびかゝった。幸ひに!laĝi-Stavrosカ逝けつけて無禮な部下をこらしめてくれたので私逹 

は事無きを得たが、彼は親切にも私達の安眠を守るために私逹の天幕の前で一夜を過してくれ 

ることになった。然し私は眠る前に私の思ひ付いた最も良き解放策を彼女等の耳に入れねばな 

らなかった。私は祕かにSimons夫人に請ひ、番兵達の隙をうかじって深夜の會見を行った。 

私は頑强に身代金の要求をはねつけてゐる彼女に・彼の分まで加へた十一萬五千フランの支拂 

ひをすゝめ、それを如何にして取戾すかを語らうとしたが彼女はみなまで聞かずに冷然と私の

j吿を退け、剰へ私を山賊の同類の如く駕った。嗚呼、かくては何をか言はやんやである。私 
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は今日一日の出來事を悲しく思ひ浮べて.まんじりともせぬ一夜を明した。

翌日、私は三通の手紙を書かねばならなかった。一通は下宿の親父Kristoduloへ、他のー 

通は親友John Harrisへ、最後に故鄕の氣の毒な父へ。父への手紙には私の現狀を訴へるこ 

とをしなかった。無駄だからである。私は唯それとなく別れの言葉と接吻をその中に封じ込め 

た。その時不覺にも私が落した淚はHaĝi-Stavrosの知るところとなったが.彼は私を覆しく 

慰め勇氣づけてヽ富豪の娘Mary・Annを谨得することが自由への近道であることを载切こも 

暗示してくれたのである。

その時Mary-Annとその母親は泉の傍に坐って、帆布を縫ふ樣な針と縄の樣な糸とで服の 

裾を繕ってゐた。時々アテネの町の方へ視線をなげながら。私は默って彼女の豐かな栗色の髮 

を眺めてゐた。この素晴しし髮を救ふためには私の命を咯けても惜しくないと私は思ひ、その 

瞬間、突然或る考へが頭に浮んだ。それは井常に危險ではあるが•絕對に不可能な策ではない。 

私は勢ひ込んでその案を彼女等に打明けた。然し私は真ちに私の大きな誤算に氣付かねばなら 

なかった。このロマンチックな冃險にはSimcns夫人の存在を加算してなかったのである。 

Simons夫人は私の當惑を憐愍をもって眺め、以前通りヽ英國の國力を信賴して憲兵達の救援 

を待つことを言明したのである。（次號完結）

學校とエス語」に關する調査

につき御協力も乞ふ

明年夏の萬國敎有會談に働きかけるため「學校とエス語」に關する資料を整備したいと存じま 

す、できるだけ正確なものをもつめたいのです。結果は本誌上へ發表の理宜。

旣にこれにつき各地方會へ調查依飙しましたがまだ十分でありません。會員各位のこれに關す 

る資料の愆捉供を願ひます。

凋査したいことは

1. 學校〔あらゆる種類の）で必修、選擇•又は隨意科もしくは科外としてエス話を敎授した學 

校の

1.學校名。2.敎按期間。3.敎授者名。4.聴講衣數。5.敎授の程度。6.敎科畫名。

7.講習費。8.殴場。!0,種別（必修、選擇、随意ヽ科外の區別）、11.備老。

2. 學校內のエスベラント會について

1' 學校名。2.會名C校友命に入ってゐる時はその正確な名前）。3・校友會へ入った年月。

4 •設立年月。5.消滅年月又は中斷期間。6.會長名（各時代により交代したのならば在任

期間を記人）。7.會長外エス運動支持の敎師名。 8.會頁數（各年度別）。9.事業。

校友會費をどれだけもらうか。U-備考く校友會へ入ってゐる時はその會則の一部中エス部 

に關した部分をこゝへうっす;その他）。・印は校友會に入ってゐる會についてのみ。

なほ詳細注意書の刷物及記入用紙は學會宛御申出により御送附申上ます。

之に關する御囘答御返信は「東京市本鄕區元町日本エスペラ、ノト學會RO.編輯部宛」の事

財團法人日本エスベラント學會
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內外エス運動展望 
田ゆり子壌はkostumbaloで第一等嘗選の榮 

をえたと。

塚本博士の渡米と野上氏渡伊

Heroldo de Esperanto 再刊

ドイツで 發行不能になった Heroldo de 
Esp.の主筆 Teo Jung氏は目下オランダ又 

はベルギーで再擧をはかりHeroldo de Esp. 
を再刊するとの爭でちる。

Esp. Triumfontaはその節は廢刊となるift 
定である。詳細は後日報遺しうると思ふ。

オリンピック招致運動の反響

日本エス學會から世界のエス團體に對しオ 

リンビック束京招致のため援助を乞ふ旨檄を 

出したことがポーランド第「の新聞「繪入日 

報」に報道された。

またパリの新聞し^euvre等にもこの事が 

報逍された。

第28囘萬國エス大會

今夏ウィーインでの萬國エス大會について 

は次號で詳細報道の豫定。同大會へ出席の豐

日伊交換學生として日本から渡伊する學生 

の一人として同志野上素一氏C野上彌电女史 

令息）は9月4日神戶出帆の給で渡歐された。 

旣報學會金澤支部艮塚本赳夫博士 C金澤醫人 

局長）は去る9月4日橫濱出帆の船で渡米さ 

れた。

エルマ・ライスは我が同志

この間來朝したアメリカの一流作家エル 

マ•ライス（Elmer Rice）氏の歡迎會が9月 

4日早稻田大隈會館で開かれ文壇劇壇關砾の 

人々約百名出席盛會であったがその席上新協 

劇團を代表し挨拶された秋田雨雀氏はその節 

エス語を以てされた。あとでライス氏は自分 

もエス語をやったことがあるから判ったとの 

べたとのこと。

雜誌「現代」のエス語支持の記事

雜誌〔現代:）10月號にエス語にfavoraな 

記事が出た詳細は本誌本號445貝に轉載して 

あるから御覽下さい。

明年東京で開催の

第二十五囘日 本エスペラ ン
小

大會は

11月 20 日（土），21 日（日），22日（月），23日（祭）日

の四日間に確定

Sinjoro Sioyama al Usono
Sinjoro Kan^ichi nioyama, la vicprezidanto de Oomuta 

Esperanto-Grupo kaj la ĉefinĝeniero de Miike Zinkrafinejo, 
ekve turos en la fino de septembro al Usono kun la komisio 
varmigi amikecon inter usonanoj kaj japanoj, krom la speciala 
tasko komisiita de Mitsu Minokompanio< Li travojaĝos tra 
Usono dum ĉirkaŭ tri monatoj ekde Sanfrancisko al Novjor・ 〇 
kaj de tie reen al Sanfrancisko.

Li estas tre fervora esp-isto jam de dek jaroj.
Ni petas al usonaj samideanoj, ke ili afable helpu lin dum 

lia vojaĝo.
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全國各地報道

投箱注意: ^

1. 日本文にて・なるべくハガキで•迅速に•簡單に。

2. 締切大逼的月18日（18日以後到著のものものせら 

ことあり）。

3. 地方會誌を以て報道に代ふるをえず。

4. 制眞は裏に必ず何の寫漉かといふ說明記入の番。

寫眞は返送せず茨料として保存す。 .

寅.市 ★第25囘口本大會準備委員會ーー 
え足 Jubilea Kongresoの記念をかねヽ工 

ス發表第五十朗年記念の大會をいよいよ明年 

に控へその號備委員會第一囘會合を去る9月 

13日午後7時より本鄕森永階上に開催した。 

出席者60名司會者、原田氏の挨拶につづき. 

最初に大石氏の推薦により美野E氏を委員長 

に薦場一致で可決し協議事項に入る〇

1） この記念すべき大會を意義あらしめる 

ため特に對外的にも宣傳に努める事。

2） 會期は明年11月中旬の四日間を選ぶ 

事、出席者各々の活潑なる論議により以上二 

つの事項を決定する、續いて委員會の規約設 

定の小委員會を持つことが提議され.議長の 

指命により以下の諸氏が擧げられる。

丸山・小坂、佐々城、川原、三石、岡本、 

三宅、多幕尾、栗山、大島・靑木、原田、久 

保、梶、石黑（修）・渡部以上16名。

別室に於ける小委員會の決議により大會規 

約草案委員會を開く滇、其他詳細の事項にっ 

さ次囘準備委員會に於て報吿する事等を議長 

より出席者に述べ、本大會に對する各自の意 

見、希望等を聽取し盛會裡に1〇時第1回準傭 

委員會を終る。 、ー''、 •

★大會準備委員會小委員會開催——9月19ロ 

午後3時上り學會階上に開催ヽ前記準備委員 

會於て選任されたる諸氏10名出席.美野FH 
委員長を議長に、愼重なる協議を遂げ大會規 

約草案を作製し.續いて役員の選出、其他次 

囘會合の打合せ等あり6時散會す。（渡部氏 

報） ：：
★淺草エス會——9月5日午後7時より學令 

階上に於て顧問岡本好次氏を中心に調査部座 

談會を催す。原田、上山兩氏他15名出席渡 

部氏H下着手中の調査取項報吿に續き各係の 

意見交換終って岡本氏より特に學會の現狀に 

つき詳細なる御說明あり本會員の努力を期待 

される旨漳指示され10時散會す。

播莎 ★横濱エス協费——例會は每木喘夜 
慎作1 7時より住吉町3丁目メッセンジャー 

ボーイ爭務所にて。 出席者は每囘12,3名。 

8月27「I秋の講習會に付さ協議。YゝICAを 

利用されたしとの提議があって、VMCAと 

共同して開催することに決定。9月10日講習 

會宣傳ポスター、展覽食のビラ等出來上り、 

具體的宣傳に入ることとす。9月17日例會 

のarangoに付き協議。特別プロの編成と共 

に一層會員の出席を計ることゝす。

★YMCA七sp. Grupo 上記の如く JEAと 

共に初等講習會及展覽會を開催することとな 

り、會員一同準備に忙殺されてゐる。例會は 

每火曜夜7時よりクラブ室で開く 〇

★Rondo Amikino----- 8月中は中止してゐた

例會も9月10日より開始した.會場は從前 

通りメッセンヂヤーボーイ事務所で每木曜午 

後5時より。

★初等搆習上記講習會は9月22 Hよ 
リ約2ヶ月間、每月金夜2時間宛YMCAで 

行ふこととなり、講師も渡邊輝一、飯田龜代 

司、富盛源太郎、足立長太郞の4氏と決定した。 

用書は短講。申込者は30名近くの見込み。

尙之に先立って9月14日から3日間Y 
MCAで開かれたエチペラント展覽會は雨に 

祟うれ乍らも一般の入場者は300名を超え、 

多大の宣傳効果を收めた。

★豫告一來る1〇月口日C日）神中鐵逍沿線 

の郊外に遠足會を催します。集合は午前9時 

同線西橫濱驛前のこと。費用約50錢一般同 

志の參加を希浆します。

汁禾 ★浦高エス會一7月屮句本脅員で 
仰和 ある長野縣上伊那郡小野村の宇治氏 

宅にてエス語合宿を行った。小松宣也氏が來 

訪されるなど研究及び親睦增加に多大の好果 

があった。本校卒業生であり熱心な同志であ 

る野上素一氏（野上彌生子女史令息〕は日伊交 

換學生の一人とし9月4日照風丸にて渡歐さ 

れた。月初句より深谷氏を前飾としてー 

般初等講習會を開いた。參加者1〇名。◊世 

田谷區田園調布に於て本會員土屋、市川兩氏 

を講師として9月21仃よリ約1ヶリ間初等 

講習が開かれてゐる。中等科は每週月水金の 

三囘、高等科は島地敎授指導の下に行ってゐ 

る。C河合氏報）*

，H/h ★兩毛エス會——5月22日桐生市圖 
丽怎 書館にて本命の發會式を擧げ次いで 

6月18 ロより8月17日迄初等講習を開き渺 

加者30名を突破する有樣で多幸な門出をし 

た。桐生機械會社前原社長を初め會貝結束し 

て進む事になった。C寫直參照）（本田氏毅）
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相生での講習會發會式

前列左より二人目から藪田太佐、圖書館長、前原 

兪長、山本委員.本田茂行の諸氏。

宇制令★宇都宮エスベランチスト•クル 
于旬、门ーボ絕えず研究を續けてゐたので 

あるが報逍は1934年の:12月號以來中斷し 

て居リました。本年1月より8月までの會合 

數は32囘延人£1106名である。8月23日村 

上秀夫氏來訪。暫く宇都宮を去って居られた 

dentistino F-ino A. Itoは本春歸宇され會合 

に出られてゐる。

”灯ノ］ ★盛岡エス會 8月19日138囘例 
筑网 會爭務整理.8月26 ロ139囘例會、 

此日突然日本エス會の特使と自稱する東京の 

村上秀夫氏を迎へ懇談作を開いたが懇談會が 

討論會に早變りして 、lER・anojの氣焰だけ 

をお土産に差上げた。9月2日140囘ゝ9月 

9 口141囘、9月16日142囘、何れも新人を 

迎へて輪讀會を開いてゐる。

町ハ ★弘前エス會ー一本會は口下休止狀 
ĵ刖 態であるが今般我々anoj de Iliro- 
saki Esp. Rondo數名は古い同志谷山弘藏氏 

（新寺町158）を圃んで再び冏究會談話會を持 

たうとしてゐる。また近く初等講習僉を開く 

つもり。靑森の同志の援助もある答。エス金 

は谷山氏方へ置く。

p・ ノ、 ★青森エス會ーー昭和9年夏縣立靑
丙秣森病院で醫師10名に講習をgvidiし 
10年2月に街の中央柳町へEsp.-kabinetoを 

間借りして努力し小學生ヽ中學生、商店員、 

會社員、官公吏とよびかけて誰彼をとはず宣 

傅。その中に古い同志神潔氏比較的古い大山 
竹次郞氏、小枝進氏その貝に森谷氏、成田君、 

齋藤君、最後に弟藤三郞が出て 

$た。

札幌人會•岡本特使の訪問を 

機會にpublikeに出てゆくこと 

になり展覽命をやリ普及講演會 

をもった。特使訪問後8月16日 

佛國曜糕のBerteloot氏を迎へ 

た。

その後の講習は圖霑館が林合 

わるく自宅で初等講習を8月末 

迄やった。15名。用書短期講習 

書。

9月11日より毎週月、金に會 

するもの5人その以外の口にく 

るもの4人〇 Ivanをよむ〇

初涉から女だけにも敎へてゐ 

ます（4名）。講習の組に入らず 

に自分の時間の餘裕を見て習ひ 

にくる者3人。

外に弟藤三郎は中等學校敎員連へ個人的に 

進出。日本キリスト敎會へ出掛けて敎師及幼 

稚園の先生に講習の筈。又縣廳の各課の若手 

級を集めて暇々に初步の講習を開始中等科に 

なったら會の方へ出席する答約6-7名。束奧 

H報社へ神氏が出馬されます。弘前の柳田氏 

から便もあり10月から弘前でも講習の徐定。

靑森の同志とBerteloot氏 

右より衷!西廳太、Berteloot,葛西夫 

人、葛西藤三郎、神の諸氏。
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竄地と協力の筈。

毎月15日榮作堂でエスロンドを持つこと 

を決定。靑森を通過される同志の御立寄を歡 

迎します。c葛西就太氏私信より）。

ナM显 ★札幌エス會——08 n13 El花村・ 
不し呢 大崎兩氏再度來札。016 H藤本氏 

來札。ひ汩日高瀨正榮氏を札幌エス會々長 

に推戴。乂僉の組織を强化することにつき相 

談。019日高瀨相澤兩氏控訴院長三宅正太郎 

氏や大學・市敎育課長筒井氏北海タイムス尊 

を訪問。H本大會に對しての援助の御禮申 

述。小樽の福田氏來札。の21日帶廣佐藤氏來 

札。025日講習終了。記念茶話會を催す出席 

者45名C寫眞次號揭載）。ひ28日大會の後始 

末の相談會、千秋龍で。出席者13名。ひ9 
月2日中等講習節一囘。就話讀本、出席30名。 

講師高瀨會長。會場は囘明堂眼科醫院。院長 

億下先生は非常に好意をもたれてゐる。

日札鐵エス會の發起で花魁淵へekskurso。一 

行1〇名。C寫说次號）。O11Hエス會話會を 

森永キャンデーストアに開催。第二第四の金 

A2日に集る。札幌エス會札鐵エス會のどちら 

にも所屬してゐない中立的。

.斯 ★小樽エス協盒——住吉神社境內の 
力、不よ早朝會話會は高橋氏勤務先の事務所 

を會場として每タ7時半より1時間開いて居 

る。福田氏宅に於ける通常例窃には毎囘6,7 
名宛出席.テキスト・フランス篇を用ひ硏究 

してゐる。尙暫く休止してゐた初等會話指導 

は9月より當分110 24日の午後7時半より 

8時半まで色內町5野澤方に於て日常會話を 

主として高橋氏指導の下に開かれてゐる。◊ 

8月25日.福田仁一氏は小梅:ロータリークラ 

ブ例會に出席大阪進藤靜太郞氏よリ同クラブ 

に送られたエス文挨拶狀の飜譯を同クラブよ 

り希望せられた責を果す。同クラブに對する 

エス話導入運動は刮目されてゐる。

★小禅佛敎エス倉——9月7日量德寺を伶場 

として秋の集ひを催す.出席者21名。日本 

大會佛敎分科會決議事虫を全部實行せられた 

る事を岡崎會長より詳細報吿・改めて同會々 

則決定、役員改選、懇談に移り記念撮影の後 

22時散會。新役員、會長岡崎鑿夢氏、幹事邊 

見.藤川.本間氏の外に先頃開催の婦人講習 

會終了者の中より北道、竹內兩孃が幹事に推 

薦され同女子部の今後の發展が期待されてゐ 

る。例會7.14. 21.28日會場母徳寺。

C高橋要一氏報）

和j冲 ★舉窗帶廣支部ーー8月下旬立派な 
'山皈 機關誌 Verda triumfo第二號を出 

した。硏究會は北歐篇をやる事に變更。9月 

18日より使用してゐる。がん張りの佐磁長谷 

川兩氏を始め新人を交へて塚田、菅沼兩氏の 

よき理解の下に硏究を進めてゐる。

（:井上氏報）

「［川 ★旭川エス盒——明年の大會に備へ 
旭ノリ る爲に會員の向上を圖る爲に狂烈な 

る硏究を木津會授宅に開いてゐる、なほ大會 

の前後を期して一大展覽會を開く豫定で材料 

を盛んに集めてゐる。

¥ !如 ★苫小牧エス愈——8 B 26日大會 
u力、衣 參加の想出話をする。9月5日田 

中氏を講師とじて工業生の初講開始、9 ロ新 

田為男氏入會、三崎氏來訪、11日岡垣氏札幌 

エス會訪問。14 □旭川エス會菅原氏來訪。

ター「厂★名古屋エス倉ーー8月7日機關 
华!已程誌ORA DELFENO （4號）發 

行。火曜輪讀會は北歐篇を使用。8月18日 

熊本の本田、坂崎兩氏、27 ロ桑名の加藤氏・ 

9月1口來京の谷村氏それぞれ來訪されたヽ 

9月12日由比、齋藤、矢崎諸氏は市の神田 

助役を訪問し汎太平洋博覽會の宣傅にエス語 

を利用されたいと進言した。當命の熱心な同 

志であった武藤淸七氏は8月23日逝去され 

た。御遗族に對しお悔み申します。

N.E.S.例會變更 從來火换日の會合を 

次の通り變更

ルンダ•クンシード每週月!®19時 

半より中匹鐵砲2丁目口木方 

中等輪讀會と會話練習

ジャウダ・クルソ每週木晦19峙半 

より同所にて初等脾習
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★ルーマ•クンシード 火¢6例會・はサンバ 

ウロ喫茶店にて19時より21時まで。金曜例 

台は名古屋新聞社三階察會室にて「カルロニ輪 

讀中、8月14日臨時總會を開催し會則並に 

幹事の改選を行った。（會長;）尾崎元親・（幹 

事）伊藤太郞、池田勝三郎.林一雄、戶田忠 

雄・上村寬.黑田昌雄、田中鈴子。

釜タ ★桑名エス•クンシードー第三次 
聚れ講習はスラヴ篇を使用、7月25日 

吉岡・福田氏、7月29日由比氏ゝ8月16日 

吉岡氏來訪。

松代エス金夏期講習

左より〔前列〕吉村、栗林、大熊、小松、 

〔後列〕漩澤、長谷川、丸山、小林、三井 

の諸氏。

孙件 女松代エス窗—— 遍水曜は初等講 
私'し習を土曜は中等購習を20時より町 

立圖書館にて開催。役員を次0如く決定ヽ（會 

長）栗林亨、C幹40野本、關□、吉村榮祐、 

漩澤ヨリエ。早起講習會を6時より海津公園 

御製碑前四阿にて9月15日より當分の間開 
催。. ••覇第

r I ★富山エス會----マルダ•クンシー
aU・ ドは目下北歐篇輪讚虫ヽ北陸日口の

エス槻記事は各カ面に話題の極となってゐ 

る。エスペラントに關する原稿を各地同志に 

お願ひします。9月下句大牟Ĥよリ材料を借 

リて展覽會開催の豫定。（原稿は富山局私書画 

第28號富山エス會宛）。

ヨ来K ★京都エス聯盟——◊總命、7月15 
小引、 日夜祗園ハ百文にて開催。昨年度の 

事業報吿及び役員改選あリ。近くエス運動30 
年記念事業を起すことに決す。08月例僉・ 

8月15日夜かぎやに大阪の桑原氏を迎へて 

歡談す。¢9月例會、9月15日京極森永に 

て記念展協議す。

9 月 29 R—!〇 月 2 H
京都大丸六階にて

エスペラント初導講習會

10 fi 2日から11日まで每夜7時から 

京都市生祥小學校（四條富小路下車北へ） 

會費2圓

野島安太郞、近藤國臣の兩氏指導

京都エス聯盟主催

明治40年日本エスペラント協會京都支部の 

戦會式が生祥校で開かれて以來.この小學校 

はエス運動に因緣淺からず、ここでの講習會 

は每囘成績がよいと音はれてゐる。在京同志 

の後按を乞ふ。（現校長は故中野氏から指導を 

受けた由）。

8 n 28 [|初等講
大阪

★大阪新星|〇〇

習修了、參加者12名の中8名最後

まで受講、引績き9月4日より每週金耀日19
時より中聲講習開始。參加者6名、用書Ivan 
指導者兒島・山口氏。

例會每週土曜日20時より用書"Printempo 
en Aŭtuno ,7の輪讚鑑賞〇

谕由仃 ★板宿エスペラント會ーー永文堂口 
"叫ヤ ンドの名稱を改め板宿エスベラント 

會とする。會長永井海乘氏に決定、每日曜ザ 

讀本及び作文練習又は中等文法、每水曜イソ

ツブ物語、何れも19時半より2時間場所は 

板宿停留所北永文堂書あ。C岡部氏報） 

fiĵ門 ★學窪福岡支部——秋季ビクニーコ
川釦山J を10月4□開催する事に決定した。

9月18日よリ堀內氏を講師として九水俱樂部 

にて每週水金二囘講習會開催中。

十冷E ★大牟田エス會一當會の副會授 
人牛山 である鹽•山寬一氏（三井三池亞妙 

壊煉所工場主任）は9月末3ヶ月間の豫定で 

渡米される事になった。◊本命の蒐集にかか 

る萬國兒锻作品は其後朝鮮京城各地にて福日 

主催の展覽存を催し、績いて佐賀縣有田町（6 
月）福岡縣久留米市（6 JJ）にて各地方命主 

催展覽會を開催感況を呈した。尙9月中旬京 

都で下旬富山で夫々地元エス會の手で展覽會 

が開かれる徐定。

空的 ★宮靖エス書——會はZ悔士演 
门曲町說集を用ひる事になった。初等講習 

は川町ゝ古田兩氏を講師として開講中であっ 

たが直ぐ終るので例會と合同の答、9月30日 

はekskursoを行ふ豫定〇
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岡本特使をむかへて

旭川の憩談倉

右より〔前列〕工藤.

木津・岡本.渡部・

武田■高宮.〔中列〕

吉岡.今井.遠藤・

檣本.松原.當摩.

〔後列〕池田■竹吉.

川名■片岸■蘆田の

睹氏諸孃っ

盛岡での懇談會

右より〔前列〕大

川・岡本.井川・

安本（大井入

〔後列〕小原.松

本・伊藤.松木.

佐蕊の諸氏諸孃

【中右】秋田中田邸にて

右より中田、淸水、岡本、萬澤、村上 

の諸氏諸嬢（中出孃银形）

【中左】室蘭ての懇談倉

左より〔前列〕しocret, Berteloot,岡本、 

〔後列〕屮野.奧村・加藤、三木、束卿、 

三崎の諸氏
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綠化組——熱心な同志の參加を望む。詳細は 

8月號「會員の阵」欄を御覽下さい。

會員、相澤治雄（札幌）・山下イワオC宮崎）、 

葛西濫太（靑森）、紹介の場合は小出に御知 

せ下さい。C原田）

----------------- Anonceto------------------
Orienta Kultro No. 2.10月 5 口發资〇 號を 

迫ふて51價は益々揚る。內容:歷史と人生 

（東洋史序諭I）ーー露木。II本神逍史槪要! 

——福田。アイヌ文學槪汉!I——五十嵐。 

寫眞:日本の大輪菊。全エス文四六倍判季 

刊。頒價一部30錢〒2錢郵券代用は2錢 

切手にてう。入會規定及び小報第五號無代呈。 

東京駒込動坂228束洋文史硏究所發行《學 

會取次》

學會水曜例會一!〇月21「1（第三水曜）は 

エス文壇の双璧たる Baghy, Kalocsay が工 

スペランチストになって今年は丁度25年にな 

るので兩氏の夕を持つ事になり三宅史平氏が 

お話して下さる莎になりました。來聽歐迎。

淺草エス會ビクニーコー行先郊外京王沿 

線「關戶」玉川河畔。ロ時1〇月4 tien曜） 

午前9時出發嚴守。集合場所新宿3丁目京王 

戢車前。會費90錢く電車貨）辨當各自持參の 

事〇 

大阪エス會——學會支部、新星會、大鐵エス 

會共同主催の下に片町線津w驛下車徒步約 

1.5杆へピクニーコを決行する。10JJ4H 
CFI）午前9時大阪驛東口（又は片町驛）に集仑 

のが、旅費往復約80錢、辨當は各自持參の 

が。

新聞雜誌とエス

★十勝每口新聞（9月13,15,16 Ŭ）——□本 

エスペラント大會印象記佐藤松男氏

★中外日報C8月26,27, 28, 29日）——日本 

エスベラント人會感想記——岡崎囊夢氏。

★北陸日日新聞（9月1——エスペラント 

欄開設に際して一赞江耕氏。C9月2日） 

——場內アナウンス雜感ーー馬場彌十氏。

«9月3日——辻利助君のおもひ出一米 

田德次郞氏。（9月4「| —側卓會議次第 

——久保貞次郎氏。C9月8日一白山登 

山記 一野村理兵衙氏。C9 n 9,io rn— 

英語の教師なればこそーー菅野祐治氏。C9 
月11日）——母へ贈る——セルゲー、イエ 

セーニン。C9月12日——綠星の便り—— 

余川久雄氏。¢9月15日）——ノルウエの子 

供逹より。（9月16日）一旅行者のノート 

より——RFヴォグノ、ン。（_9月17 H—— 
外人同志の思ひ出一余川久雄氏。（9月 

18日〕ーー萬國エスペラント大會——岩杉 

綠峰氏。

★北陸II □新聞（9月5日）ーエス界消息 

——少女部の活躍を報じてゐる。

★河北新聞（8月21,25日——エスペラン 

トが我國へ入るまで——岡本好次氏。

★讀夜新聞（9 ）\ 7 B3——金髮群を蹴落し 

て美人投票に第一イ立——として豐田ゆり子 

孃の大會參加を報じてゐる。

★北國新聞（8月25「|）——佛典のエス語譯 

——竹内藤吉氏のエス毒出版の計畫を報じ 

てゐみ〇

★大空詩聞Clio號）ーハルキ蓄音器店主 
のエス語レコードに對する好意を報じてゐ 

る。

★斷層C9月號）（俳句雜誌）——エス譯俳句 

——川崎直一氏。

★學燈（丸善うーー電車の微笑——土岐善蟹 

氏〇

★新興佛敎新聞C9月1日）ーザメンホフ博 

士を偲ぶ一宮本統厅氏。

★慈光C52號 ——小樽佛敎女性エス講習記 

爭。C47號）一佛敎エスペランチストの 

使命一高橋要一氏。¢41號）——佛敎工 

スペランチストは如何なる目的を持つか 

'——脇坂圭治氏。

★謠曲界¢9月號）——「エス語ニナッタ桶 

面」（Orienta Kulturo No.1,田村復之助 

能而紹介記那）。

★名古屋新聞C9月18 U） ——汎太博の宣傳 

にエスペラントのカ伊旌久雄君のかくれた 

斡旋として同君Q紹介記事。

★大阪朝日新聞C9月18日名古屋市內版） 

ーー同上記事。

★新愛知¢9月18日一同上。

★現代c十月號〕——オリンビック商踐往來の 
中にエス語にふれてゐる。

★唯物論硏究（8月號）一文學と言語の問 

題一高木弘氏

★敎育•國語敎育C9月號一言語社會學の 

問題——菊澤季生氏。

★國際佛敎通報C6號 ----La rezolucio de
la 6-a jarkunveno de Ligo de T. J. B・ A.
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★國際佛敎通報C8號）----Universala Bud
hana Kongreso-----中西義雄氏〇

★兒童（9-12月號一うそつきニコCNicjo- 
Mensoguloの和譯）--- 中坦虎兒郎氏。

★モダン日本C8月號）一世界人マラン—— 

中垣虎兒郞氏。

★東京朝口（東京版）（9月15 H）——磯部 

嬢のこと

地方竇機關誌その他

★La Fervojisto C鐵道聯盟）C59號）菊判16 
頁、大會印象記（萬澤）、Pri esperanto- 
morado en Japanujo C髙稻；、Ankoraŭ 
unu venk, en verda kampo C 大谷）〇

★FEK Ĉ東鐵）（9號）□本大會に出席して 

（高橋）。

★La Verda Triumfo C帶廣）C2 S6）10 頁 

私のエス語C渡邊）、Petolaĵo Ĉ長谷川）。

★Saluton C名古屋）（2號う菊判40頁.エ 

スペラントと文爭く米村）。

La Elektrujo （電氣）C7-8號）菊判14頁ゝ 

Pri la elektrentrepreno en Manĉurio. C田 

中）〇 Metodo por mezuri la naturond〇・ 

longon de metai turo fikse konektita al 
la tero C橋田）〇

★Scienco C科學協會）＜3號）菊判32頁、硏 

究業積發表用語の問題（前田）・各辭典中の 

植物名の颓C川崎）、Medicina Krestomatio 
C鈴木）。

★Bulteno de K. E. L.（京都〉（9 號）、展賈 

會豫吿。

★Forta Voko C富山）（9 fj 號う12頁、Eonzo 
kaj Liaj Disciploj （松田）〇

★A. E. S.（淺草）C3號）菊判6頁、曉に默 

するものハC大橋）〇

★Amiko （岡山）（16 號）14 頁。

★La Libero く大阪）C20 號）10 頁・Speci- 
aleco de Sin-Budhismo （中西）.Jesuo? 
Ŝiuran?（山中）

KORESPONDA FAKO
★S-ro W・ R・ Koopmans （ŝtata orcisto）, 
Leusderweg 215, Amersfoort, Nederlando; 
dez. krsp・ pri E-movado, interŝ・ KG, bros. 
landkartoj. Donas informojn al fremul-tra- 
fikaj unuiĝoj.

★S・to Jun-Ki Choe, No. 63 Reichi-cĥor 
Seoul, Korea （Koreujo）; dez. krsp. pri ciuj 
temoj k interŝ. PK Foto G,libr. de E, aŭ 
angla lingvo kun eksteri.k enland. ges-anoj. 
Tuj respondos.
★S-ro Gaston Ilaudrĉchv, Longpr^-les-Corps 
Saints, （Somme） Francujo ; 口本の fraŭlinoj 
と文通したし。當方20歳。

★S-ro F. Placodio, Via Dalberti» 16, Ĝeneva 
（Italia）, sange de 100/1000 PM. mi sendos 
saman Kvanton da Itagaj. Korespondas esp* 
erante kaj france・
★轉居（Transloĝiĝo） nova adreso: — Wayne 
Jackson, Genera! Delivery, Seattle ヽVash. 
Usono.
）^Librosignon （ekslibrison） kun esperanta 
stelo presigis por sia biblioteko Fr. Buĥr, 
vicprezidanto de la Ligo de katolikaj espera
ntistoj en Ceĥoslovakujo, Praĥa Brevnov 514 
La librosignon ricevos ĉiuj kolektantoj sen・ 
page se ili sendos ilustritan poŝtkarton bild- 
flanke afrankita・

編輯後記

★今月號は紀申の都合でエス文が一つものせ 

られなかったのは遺憾でした。あしからず。 

その中にうめあはせにエス文を多くしたいと 

思ってをります。

★雜誌『現代』のオリンピック商賣往來は近 

來のヒットである。

★日米學生會・議でのエス宣傅は大成功でもっ 

たことは久保氏等の記爭を見ていただけばよ 

い。

★城戶崎氏のMarta語桑の統計は長い期間 

の努力の結品である。

★林氏の記行文は次囘完結。南洋の親類巡り 

の記錄である〇

J E I年鑑
JEI年总に揭載のため各地地方會の組織 

役貝名事業その他につき御報吿をいただきた 

く先般各地方會へ問合せを出しましたがまだ 

受JRらない會は至急その旨申出で下さい。そ 

うすれば記載する用紙記載净項等を印刷した 

ものをお送り致します。
日本エスペラント學會年聲侏



新荷到着

PLENA VORTARO
定價4 国 50錢•送料21錢・內地外24錢

暫く品切のところ多數入荷，またも賣切れぬうち至急御註文あ 

れ。なほ今囘發行元と屢々折衝の結果，中國ちょび,その他ア

ジア諸 からの註文に限り,國內定價て販賣。但しヨーロッパ虫

向再輸出は絕對も斷う。その事實が起きたばあひは,現在の定

價による取引きを中止される故,他の迷惑とならぬよう一般の

御注意を願ひます。

ODUSSEIAS DE HOMEROS
園W. Manders 譯 

菊判約300ペイヂ 般:芻肚
人類永遠の至寳ホー メロス（ホーマー）萬代不易の大文字，「オディセイ」 

の散文譯。 .

Bronte 作

Bulthuis 譯 JANE EYRE 菊判500ペイヂ

80錢・送料14錢定價1

十九世紀のイギリス文壇に偉大な亢奮を與へた女流作家の最大傑作。愛と 

理性と意志と赤裸々な女性隙。

Timmermans 作

Jan van Schoor 譯 PALLIETER 菊判紙裝200頁
•送料8越

小鳥のやうに,風のやうに,廣い,美しい，世界を見るために旅立った陽 

氣な男と,彼の美しい妻と三つ兒の物語。

上記三書とも前口入荷は忽ち賣切れ,長らく品切れのと乙ろ,各少部數 

入荷。いづれも原價値下5のため前囘よbもはるかに廉價c

歸轎 ト學會展男日本エスペラ 蠶辣1牆Iン



講習會の好季節です!!

初級用
小坂狷二:エスペラント講習用書30錢・送料2錢

20囘り至30囘の,どちらかと云へばインテ9を集めての講習會に 

適します。みっちりやれば十分實力がつきます。なほこれでやるな 

ら講師は同一材料を獨習用兼敎師用に編篡した「エスペラント捷徑」 

C50錢，送料4錢）を虎の卷とすることをお忘れなきよ5 ! .

井上萬壽藏:エスペラント讀本30錢・送料2錢 

多數の揷畫を入れ,小學上級生乃至中等學校初年生程度の年少希に 

も解るやさしい讓本，直接敎授法を加味した講習會にぜひ!

學會編輯部: エスペラント短期講習書20錢•送料2錢

短期間に文法一般に通じさせるやうになってゐます。1週間乃至10

日間くらゐの矢豆期連 講習には最氐適當です。

學會編輯部:エスペラント初等講座20錢•送料2錢
外國語の素養なきものに自修させながら敎へるにはこれが屐好適。

中級用
小坂狷二•大井學 
岡本好次共編 エスペラント中等讀本 30錢・送料2錢 

笑話その他多數の讀物を蒐め,興味のうちにエスペラントに習熟さ 

せるやうになってゐます。「エスベラント讀本」と連絡すれば便利。

小坂狷二:イソップ物語25錢•送料2錢

故も信賴すべきエスペラント文に親切明快な脚註が加へてあるから 

講書會の敎Uとする以外にも副讀本として與へることができます。

丁村芳司:エスペラント童話讀本 20錢•送料2錢

トムサム物語,セ匹の子山羊,等,等，廣く世に知られた西洋の童話 

九篇のエスペラント譯です。獨習者の讀物として氐上乘です。



硏究會 用

城戶崎益敏:

小坂狷二:

・ド・ ン十フ鑛未全三卷各20錢,送料2錢 
，メ ノホノ卩買牛合卷50錢,送料4錢

Iザメンホフ飜譯抄,IIザメンホフ原作抄,IIIザメンホフに關す 

る文獻抄。I, IIは多少高級な中級講習にも適當です。

マ ラ ウ'、 告 エス文藝讀本

人 フ ノ 4TU 25錢 送料2錢

フ•ーシュキン「吹雪」,ツルゲネフ「散文詩」,その他,トルストイ, 

ゴーゴル，チェホフ等,等の拔萃,註付,中級にも適します。

川崎直 フ ラ ソ ス 告 エス文藝讀本・2
ノ フ ノ ス 局 25錢 送料2錢

ドーデ,ユーゴー,メリメ,ヴヱルレーヌ,フランス等,々の拔萃, 

註付。一般的講習會にはすこし不向ですが……

三宅史平:沙翁悲劇篇翁文藝魅2•话 

匸a : , ノ、ムレット,マクベス,リャ王,シーザの梗槪と最も關的な場面。
親切なエス文註附,髙級研究會用としてお勸めしま'す。

高木 弘:北 歐 30錢 送料2錢

アンデルセン，ストリンドベリ,イプセン等の”、說,童話,戲曲等 

の拔萃,註付。附錄「アンデルセンとザメンホフ」は必讀の文字。

會話を主ごすれば

Privati KURSA LERNOLIBRO 60錢•送料2錢 
會話用句と，讀物を中心とした會話練習用問題集。初級からでも中級からで 

も用ゐて効果をあげることができます。・. • •• r

その他洋書は御註文よりまへに數量明記御相談ください

講習生に「エスペラント」舊號見本（號數指定お斷り）無代て進呈い 

たしますから,講習用敎材御注文のとき入用部敷お申し添へください

束京本鄕 

元町・ i
財團 口木エスペラント虫念 電話小石川5415
法人日牛エスヘフノ「零冒振替東京11325



專更日本エスペラ ント學會發行 書

詳細內外エス書園書目錄お申込み次第送呈——

エスベラント捷徑 
エス:ペラント講座 
新撰エス和辭典 
新撰和エス辭典 
新撰エス文手紙の書方 
エスベラント日記の書方

多少外國語素養ある者のため最良Q獨習書…〇・50 4
外國語を知らぬ人のため眾良の獨習講義錄…〇4 
語數豐富，譯語正確,携帶至便…上〇・80 2並060 2
見出語數67¢, |1|典明示，附錄豐富，ED刷邸明…2.50 6
書簡百科辭書の觀,例文段富，四六判370頁…1.20 8
3650,10!文例,社會萬般の生活記錄,譯註付120 6

エスペラント鷹習用書..........〇-30
エスペラント初等31本..........〇-30
エスペラント童話讀本..........020

2 エスペラント短期購習書..........0 20 2
2 エスペラント中等讀本..........0.30 2

ザメ ンホフ讀本
2 イソップ物語 親切明快，脚註付……020 2
ザ著作拔萃……全3卷，各卷〇・20 2 合卷050 4

エスベラント醫學文範 醫學論文の好模範, 學生の黠習會に放好適0.40 4
エスペラント發音硏究 エス語發音上の疑問を氷解す .................. 0.30 4
エスペラント文例集 
験字エス文法と小辭典.......... too
リングヴィ・レスポンドイ 
國語の擁護を論じて國際語に及ぶ 
言語學と國際語

巫耍語?20の文例....... 0.80 6 カード1.5014
6 エスペラントの鍵..........0.05 2
ザ博士の言語上の解答を蒐む必備の書..... 〇-50 4
黑板博士の歷史的大論文其他を收む....... 0.20 2
スピリドヴィッチの新禽語理論............070 6
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Baghy - Kalocsay
エスペラント生活二十五周年紀念

エスペラント文壇の双璧BaghyとKalocsayとがエスベランチストと 

なって今年は正に第二十五周年,乙の四分の一世紀の間に,乙の兩雄の 

殘した足痕は甚だ偉人である。エスペラント文學に志す者は勿論,いや 

しくもエスベラント運動に熱意を持つ者は少くとも各一跚は求めて，乙 

の二巨人の功績に敬意と祝意とを表されよ。（AELA會員・定慣二割弓I）

Baghy 著

・散 文・
（^^[3 シ'*

Dancu Marioneto
興味深い矩篇小睨數篇

並 3.10 20 
人道主義を高調した最大授篇傑作

1.40

Hura!

Migranta Plumo
短篇小說,戯曲，詩

Printempo en la aŭtuno 
ゝ, 美しい靑春物語

Verdaj Donkiĥotoj

Kalocsay 著

定價禺料 / 「 •原作詩・

並 0.65 4 . '"Mondo kaj Koro 0:20 2
上 090 6 /處女作品集として歷史的

上 470 21 Streĉita Kordo 並!25 6
上16 J 6

44
卿も高鳴る美しい詩集

Rimportreto 0.45
エス界の花形を槍玉に歌った詩集

1.00 4

2.03
/ エスベランチストの生活を描く長篇 

Viktimoj 並!.30 6 聶 2〇〇
シベリアの捕虜生活を描く代余的傑作 

;Sur Sanga Tero 
/ Viktimojの續篇,映畫的迫力

Teatra Korbo
随筆，感想等の小品集

2.00

0.80

/ •詩•

1 Pilgrimo 並 〇8〇 2
美しい長?S詩，劇詩第

'Perter la Vivo
愛唱すべき珠玉の短詩集

上

並 
上

1-20

0.83
1.15

/ ・師譚詩.•

Eterna Bukedo 並 260
± 3.10 10 特 3.60 

各國の代表的大詩人の名作の名譯集 

6 Z Infero 並 2.50 10 上 290
/ ダンテ神曲の地獄篇。神品的名譯

"Romaj Elegioj 〇-8〇
/ ゲーテの艷麗な愛慾扌y情詩 

^Tragedio de T Homo ・ 価

ハンガリの詩聖 Madachの最大傑作

• Johano la Brava 1 〇）

ハンガリ大詩人Petofiの最傑作

6

6

4

4

4

4
6

•硏究畫・•

* Lingvo Stilo Formo 平辛・黑 
造語論韻律論等必誠の文字 •

Kalocsay廿卄计Plena Gramatiko '（各人必越必備の大文法） 

Waringienハ片（Parnasa Gvidlibro （作詩法,韻府,詩語辭典） 

Hekle，著:Kalacsay譯t Arthistorio I （ルネッサンスまで）

並 
上

東京本鄕 
兀町.一 做!日本エスペラント

器

10

2

6

2

4
4

3.10 15
1.05 61.40 8
3.10 21



エスペラント

あなだはこのごみの•厂エスペラント」誌のすば 

らしさを御存じですカ、。まだなら書店の店頭で 

ちよっと手にとってごらんなさい。新鮮な記事 

ばか5ですCそしてH本にもける新しい,生々 

したエスペラント文體は，乙の雜誌からひみが 

ってゆBます、この雜誌を讀まなければ，新し 

い時代からと0のこされます。定價2（）錢。舊號 

見本は1〇錢です。切手でよみしうございます。

財團法人

日本エスベラント舉會

東京本鄕元町


